


 

 プログラム化された戦争                              
自動化されたロボット兵器

は、テクノロジーの発展がど

のように戦争のやり方を変

化させているかを示す、１

つの例にすぎない。そもそ

も、人道主義と戦争の規範

は維持されているのだろう

か？ 

 

2013 年 5 月、戦闘用ジェ

ット機としては標準的な大

きさの、コウモリ型をした無

人機が、ワシントンD.C.近辺

のアメリカ大陸沿岸にほど

近い洋上の航空母艦ジョ

ージ・H・W・ブッシュ（USS 

George H.W. Bush）から、

初めて発艦に成功した。 

 

X47B と呼ばれる大型の無人機は、現在使用されている無人機『プレデター』よりも、より長距離を飛

ぶことができる。また、船から離陸することができたということはつまり、ほぼ世界中のどこでも使用可

能だということである。 

 

しかし、その飛行をユニークなもの、いや、歴史的なものにした要素はほかにあった。アメリカ海軍によ

ると、X47Bは「人間の介在なしに任務を遂行するようプログラムすることができる」という。現在使用さ

れている無人機と違って、この戦闘機は、翼と銃と爆弾を装備した自動式のロボットなのである。 

 

アメリカ海軍の海軍少将マット・ウィンターは、「これはあくまで未来の戦闘手段にすぎない」と述べた

（AP 通信）が、実際には X47B は単なる計画段階にある兵器ではない。すでに、大小の軍隊を有す

る多くの国が、遠隔操作もでき自動制御機能を搭載した戦闘機（現在使用中の無人機と類似してい

る）を開発している。 

 

 

ハイスピード化が進む戦闘 
軍事的観点からみると、これらの兵器システムには、多くの利点がある。戦闘用無人機は、パイロット

を危険にさらさずに防空域に飛び込むことができるだけでなく、人間のパイロットなら殺傷されかねな

いほどの高速操縦や急転回も可能である。それらは従来の戦闘機よりも速く、長く、高く飛ぶことがで

きる。そして、あらかじめ任務をプログラミング、あるいは自動化しておけば、たとえ無人機と指令セン

ター間のコミュニケーションが中断されても、任務を継続することができるのである。 

 

一方、このような変革は戦場でも起こっている。ここ 15 年の間に、何千ものロボットが、イラクやアフガ

ニスタンなどの紛争地に配備された。大部分は、即席の爆発装置を爆発させるために用いられたが、

2007年、兵器を装備したロボットがイラクで試用された。 

 

 

イギリス製無人ステルス戦闘機『タラニス』が、滑走路をテスト走行している様子（2013

年、イギリス）。『タラニス』は、自身への攻撃を回避し、標的を選択することができるよう

にプログラムされる。しかし、製造業者やイギリス政府は、「『タラニス』は自由に動くように

設計されているが、攻撃が開始される前に人間の操縦士によって常に標的が確認され

る」と主張する。（写真：Ⓒレイ・トロール／BAE システムズ） 



 

それ以来、中国やイスラエル、ロシアも、兵器化された地上ロボットシステムを開発し、ほかの国々も

それに続いた。形状や大きさは多様で、リモコンで動くおもちゃよりもわずかに大きいだけのものもあれ

ば、大型トラックほどの大きさのものもある。多くの場合、戦車のようなタイヤの溝（トレッド）、あるいは

大きな車輪を備えており、そのほかにも単純作業のできる腕や、位置を変えることのできるビデオカメ

ラ、赤外線や暗視能力、および兵器が装備されているところが特徴である。 

 

このようなロボットの任務は多岐にわたる。例えば偵察や攻撃のため、敵の戦闘員によって占領され

たビルや領地に侵入できる。これらのシステムの大部分は遠隔制御によって操作されるが、やがては

地上ロボットも、自律的に任務を遂行するようプログラムされ得るだろう、と専門家は予測する。 

 

多くの専門家によれば、今日の人工知能の進歩は、戦争技術の躍進をもたらしているという。まるで、

20 世紀前半の航空機産業の到来のようだが今回は、大きな軍隊を有する国々だけにとどまる話で

はではない。 

 

ブルッキングス研究所（ワシントン D.C.）の 21世紀安全保障・インテリジェンスセンターのセンター長で

あるピーター・W・シンガーは、赤十字国際レビューの最近の記事にこう書いている。「今日、あらゆる

紛争当事者が最先端技術にアクセスできるようになってきています。なぜなら、より安く、より簡単に

使用できるからです」 

 

同氏は『ロボット兵士の戦争：戦場のロボット革命と 21 世紀の紛争』の著者でもあるが、

「iPhone のアプリを使って超小型無人機を飛ばすことができる、という段階に到達すれば（すでに現在

可能であるが）、にわかに、多くの人びとが利用するようになるでしょう」と話す。 

 

 

区別の判断を機械に任せる 
これらの発言は、戦争と国際的な勢力バランスが今後変化し得る可能性を示唆している。イギリス在

住のコンピューター科学者でロボット学専門家のノエル・シャーキーをはじめ、われわれが新たな軍備

競争の最前線に立っていることを危惧する者も出てきた。問題の兵器は、比較的小さくて安いため簡

単に作れるが、規制するのが非常に難しいからだ。「誰もがこの技術を持つことになるでしょう」とシャ

ーキーは言う。彼は、ロボット技術の発展が、軍事予算と同じぐらい、消費者や産業市場によって左

右されることに注目している。 

 

そのためシャーキーは、常に人間の制御下に置くことのできない兵器システムには反対の立場であり、

新しい条約を制定することが、人間による制御を保証する最良の方法ではないかと考えている。実際、

「自律動作可能な兵器であっても、配備される際には常に人間が関与しなければならない」という施

政方針を打ち出した国もあるが、「しかしそれは何を意味するでしょうか？」とシャーキーは問いかける。

「それは、ボタンは人間が押すが、その後は機械が引き継ぐ、ということを意味しているのでしょう

か？」 

 

本来ならばそれは法的な問題ではなく、われわれの本質的な人間性の問題なのだ、とシャーキーは

主張する。「われわれ人間は、人を殺す決定権を機械に与えてはなりません。『この人を殺す』という

決定を機械にさせるのは、究極の侮辱行為です」 

 

ロボット型あるいは自動・完全自律型の兵器システムは、人道面でも深刻な問題を引き起こしている。

標的機能や発砲機能の多くが自動化されるなか、これらの効率的な殺人マシンは、戦闘員および軍

事目標と非戦闘員とを区別することができるのだろうか？ 

 



 

一部の人々が予測しているように、自動超音速軍用機が戦闘のペースを劇的に上げた場合、光速

で動く次世代戦闘機のもとで、人間は、非戦闘員を見つけて保護するにあたって正常な判断ができ

るだろうか？ あるいは、それらの判断もまた自動化されるのだろうか？ 

 

また、もし自律型の、あるいは自動化された兵器が戦争の規範に違反した場合、誰が責任をとるのだ

ろう？ 戦闘に無人機やロボットを送り込んだ指揮官だろうか？ あるいは、ロボットを動かすソフトウェ

アのメーカーだろうか？ 

 

これらの疑問は、学術界や軍事産界、平和推進論者の間で熱く議論されている。新たな条約の制定

のみならず、自立型兵器の一時停止や禁止さえ叫ばれている。しかし赤十字国際委員会（以下、

ICRC）は、ジュネーブ条約および追加議定書に基づき、新兵器システムの開発と配備においては、

「国際人道法（以下、IHL）を順守するよう各国に呼びかけている。 

 

今日使用されている無人機にも、法的、道徳的、政治的な問題はすでに多く出てきている。中でも注

目すべきは、アフガニスタンやパキスタン、イエメンで攻撃を実行するアメリカが抱える問題である。し

かし、IHL と無人機に関する問題の多くは、技術そのものではなく、それらの兵器が使用される方法と

関係がある。たとえ戦場から離れた場所にいても、無人機が任務を遂行している間は、人間が無人

機を制御している、ということが IHL上重要な要素である。 

 

自律型兵器の登場で、法律によって保たれていた均衡状態が変化し、技術と能力に議論が集中し

ている。ICRC によれば、「そのような兵器は、戦闘員と非戦闘員だけでなく、例えば現役の戦闘員と

投降した戦闘員、また交戦に直接参加している文民と警察官やハンターといった武装文民とを区別

できなければならない」という。 

 

自律型兵器は、均衡の法則も順守しなければいけない。それは、軍事目標を攻撃する際に想定され

る文民の被害が、軍事利益を大きく上回ってはならないという法則である。また攻撃の際には、文民

への被害を最小限にするために、攻撃における予防措置が取られなければならない。 

 

シャーキーの見解では、科学技術がコンピューターにそのような区別や予防措置をさせることができ

るようになるのはまだはるか先のことである。「果てしなく続く砂漠に戦車が 1 台あるような、完全に遮

るものがない環境であれば、戦車の形状を区別して、それを攻撃することができるでしょう」と彼は言

う。 

 

しかし、村の中心部や住宅街のような、少し複雑な環境になると、コンピューターは、ビルや車、木々、

人びとであふれた風景の中で、複数の変化する形状を区別することができないという。 

 

一方で、自動化あるいは半自律型兵器（すなわち、事前に設定された一連の攻撃を実行するための

プログラムが組み込まれているもの）の場合、問題は異なる。この場合は、人間が標的を決定する。

しかし、状況が変化したらどうなるだろう。ひとたび任務が遂行されてしまってから、スクールバスが突

然標的の前に現れたら？人間の判断を優先することができるかもしれないが、敵によって兵器との通

信が妨害されたら（戦争中は普通に起こる）、もうどうにもならないのだ。 

 

しかしながら、国際人道法の専門家の中には、「そのような状況は、現在使用されている非自律型兵

器でも十分起こり得る」と反論する者もいる。実際、例えば長距離巡航ミサイルが発射されるとき、ミ

サイルが発射する瞬間とそれが標的に当たる瞬間とでは、現場の状況は劇的に変化している可能性

もある。 

 



 

人間性の喪失？ 
実際、「兵器システムにおける自動化または自律化は、常に人道主義的価値観と矛盾している」とい

うことに、すべてのロボット工学および IHLの専門家が納得しているわけではない。人工知能が進歩す

るにつれて、「ロボットは、特に高ストレスで感情をかき立てられる戦場で、ある程度までは人間よりも

はるかに人間的に振る舞うことができる」と主張する人びとがいる。 

 

ただ、このレベルの自動化は、まだ科学ファンタジーの世界の話にすぎない。より具体的で身近な実

例は、人間の操縦士の能力を超えたスピードで飛んでくるミサイルを特定し、狙い、撃ち落とすために

使用されているミサイル防御システムである。ロケット弾の一斉射撃から人びとを守るために使用され

ているこのシステムの使用中止を政府に訴えるのは理にかなっているのだろうか、と問いかける専門

家もいる。 

 

ニワトリが先か卵が先か 
しかしながら、実際問題として、政府がこの新たな技術を規制する条約法にすぐに同意する可能性は

ないと、国際人道法に基づく新兵器の見直しに携わる専門家であるウィリアム・ブースビーは言う。 

 

同意しない理由の一つは、将来の紛争で優位に立つために、軍隊が基本的に自らの本当の技術力

を明らかにしようとしないことである。「もし敵が、自分たちの兵器や兵器の機能に気付けば、優位に立

てなくなってしまうからです」と話すのは、最近発行された『抵触法－新たな兵器技術の影響、人権、

台頭する新たな紛争当事者』の著者であるブースビーだ。 

 

「そう、それはニワトリが先か卵が先かというような、因果関係が分からないシナリオです」と彼は付け

加える。「一体どこの政府が、特徴が何なのか分からないものを法制化するでしょうか？ 結果や影

響がよく分からないものに対して、リスクとチャンスを評価することは難しいのです」 

 

ブースビーによれば、だからこそ、条約で定められているように、政府が全ての新兵器を法的に見直

せるよう、その能力を強化していくことが重要なのだという。「新兵器の導入において、法的なレビュー

を条約で義務付けられている約170カ国中、正規のプロセスを踏んでいると確認が取れているのは、

わずか 12カ国程度です」と彼は言う。またブースビーは、兵器システムを所有する当該国がレビュー

を行うのは不完全だとしつつも、重要かつ必要なステップであるということも認めている。 

 

兵器専門家のピーター・シンガーは、ロボット兵器に関する各自の立場が何であれ、人道支援組織が

これらの兵器に今頃目を向けても遅すぎる、と主張する。彼が、新しい科学技術について最初に人道

支援組織と対話の場を設けたとき、「誰も、無人機『プレデター』のような科学技術について話す準備

ができていなかったし、話そうともしませんでした」と語る。 

さらに、赤十字国際レビューの記事の中で「今まさに、同じ現象が、現在の科学技術の進展とともに

起こっています」と主張している。「人道支援組織は、兵器やシステムが使用されて初めて対応策を

模索します。問題の兵器がすでに時代遅れになってから介入するので、影響力が期待できないので

す」 

 

この「対応が後手に回る」理由の一つは、人道支援組織が、日々残虐行為や暴力問題に忙殺され

ているからかもしれない。それらの暴力行為では、なたや自動小銃などローテクな通常兵器が用いら

れている。 

 

シンガーが記しているように、より深く考えれば考えるほど、IHL の領域を超えた議論に行きつく。「戦

争に配備されるのは機械なのかそれとも私たち人間なのか、という根本的な問題です」 

（文：マルコム・ルカード。マルコム・ルカードは、国際赤十字連盟 RCRC マガジンの編集者である） 



 

シリア・トラッカーの Web サ

イトにある、このオンライン

のインタラクティブマップを

利用すれば、視聴者は自

分の知りたいデータを見る

ことができ、さらに赤い丸を

クリックすることで、より詳細

な情報を得ることができる。 

 

丸の中の数字は、地理的

特性によって分けられた各

地域から得られた報告の

数を示している。他にも、犠

牲者の性別や年齢、場所、

けがの原因などの変数によ

って、死亡事件や暴行事件を分類することも可能である。  

 

 デジタル・ウィットネス（デジタル証人）                                                   
デジタルマッピングは現在、緊急対応において不可欠な手段となっている。果たして、インターネット

を基本としたデジタル危機マップに記録された情報は、戦争犯罪の証拠となり、ひいては戦争犯罪

自体さえも防ぐことができるのだろうか。 

 

2011 年、シリアの政治暴動が紛争へとエスカレートしていく中で、自らを「人道トラッカー」と称するイ

ンターネット活動家やボランティアのグループが、「シリア・トラッカー」と呼ばれるデジタル危機マップの

サイトを開設した。シリア・マップは、危機マッピングの先駆けであるウシャヒディが開発したプラットフォ

ームをベースに、暴行事件が発生している位置情報を地図に示し、サイト訪問者は、目撃者によって

報告された記事を読んだり、アップロードされた事件のビデオを視聴することができる。 

 

Twitter のフィードや Facebook への投稿、メールなどの直接的な媒体の抜粋では、銃撃戦や民間人

への攻撃、逮捕、空襲、爆撃、処刑や宗教的な拠点の破壊などが報告されている。中には、国際人

道法に違反する行為が含まれているかもしれないが、この種の直接的なデジタルレポートが、最終的

に戦争のルール違反を阻止するような効果を生み出すことはできるのだろうか。詳細について知るた

めに、RCRC マガジンは、人道トラッカーの共同設立者の一人であるヘンド・アルヒナウィ（Hend 

Alhinnawi）氏に話を聞いた。 

 

アルヒナウィ氏：これは、きわめて単純なテクノロジーの話です。携帯電話やインターネットへのアクセ

スがあれば、自分に何が起こっているかを報告することができます。今や、世の中を動かす原動力は

現場の人々にありますから、これは非常に強力なツールなのです。 

 

RCRC マガジン：これらの報告は、どこから集めたものですか。 

アルヒナウィ氏：約 9 万 3000 の人びとから報告を受けています。彼らの身元についてはそれぞれ確

認がとれていますが、実際には直近の 3 年間に受け取った報告のうち、約 6 パーセントしか公開して

いません。確認がとれないものを多数公開するより、例え少なくても正確な情報を公開する方がいい、

というのが私たちの信念です。 

 

さらに、サイトを見た人が現場で起こっていることの全体像をつかめるよう、5 万以上のブログやソーシ

ャルメディアのほか、公式報道機関からも情報を集めています。そもそも私たちは、3 年間一緒に働

（画像：©HumanitarianTracker.org） 



 

いてきた人びととパートナーシップや信頼関係を築いてきましたから、彼らから得た報告は正確である

ことがわかるのです。しかし一方で、ほかの情報ソースによって事実関係の裏付けも行っています。 

 

そうこうしているうちに、報告の質も向上してきました。私たちが報告の事実確認をしやすいよう、より

多くの情報を含んだ動画や写真を送ってくれるようになったのです。その情報は、場所を特定するた

めの目印のこともあれば、被害者の写真やその人の名前などであることもありますが、最も難しいのは、

被害者の年齢確認です。 

 

RCRC マガジン：二極化が進む紛争において、すべての情報源の信頼性を、どのように維持していま

すか。 

アルヒナウィ氏：人道トラッカーは、政治的あるいは宗教的なつながりを持っていません。なぜなら、純

粋に人道的な活動を行っている集団だからです。私たちの目的は、水面下で行われている犯罪とそ

の被害者の存在を、世の中に知らしめることです。ですから私たちは、このサイトが政治的な議論の場

にならないように努める必要があります。 

 

RCRCマガジン：しかし、一体なぜ、デジタル危機マップがプロパガンダ戦争のもう一つの戦場にならな

いと保証できるのでしょうか。 

アルヒナウィ氏：このサイトの特徴は、誰でも報告できるという点にあります。政府関係者であろうと一

般市民であろうと、自身に起きていることを声に出して言うことができる人であれば、誰にでも可能な

のです。 

 

 私たちのもとに集まる報告の多くに、偏った傾向が見られることは事実です。しかし私たちは、自由

シリア軍によるレイプや女性への攻撃に関する報告を公表した、数少ない団体の一つです。これらの

報告の公表には、一般的に考えて常に困難がつきまといます。人びとが、「なぜ一方に味方をするの

か？」と聞いてくるからです。しかし、シリア・トラッカーの特徴は、どちらにも味方をしない点です。犯罪

が起きている場合には、それを確実に記録として残したいという思いがあるだけです。 

 

RCRC マガジン：あなたが行っている報告の公表が、戦闘員の行動に影響を与えているという認識は

ありますか。 

アルヒナウィ氏：そうであってほしいとは思っています。しかし、実際に現場で抑止力として働くのかどう

かについては、確かめようがありません。ただ、戦争を犯してきた人びとを裁く責任のある機関に持ち

込まれたのであれば、これらの報告は非常に重要なものになってきます。なぜなら、紛争当事者たち

を裁くための証拠となるからです。 

そういった意味で、「われわれの報告によって後に責任を問われる可能性がある」ということは、おそ

らく抑止力につながるでしょう。 

 

RCRC マガジン：「戦争犯罪の証拠とするためにデータを見たい」という機関は今までありましたか。 

アルヒナウィ氏：はい。もし犯罪が起きていて、私たちがそれを検証できるのであれば、それを裁く責

任がある人びとに興味はあります。しかし、私たちの主な仕事は、対象が支援が最も必要とされてい

る場所を確認したい人道支援組織であっても、大虐殺について調べようとしている個人であっても、

常にデータを誰でも利用できる状態にしておくことです。 

 

RCRC マガジン：このようなプラットフォームも、民間人を保護する役割を果たすことができるのでしょう

か。 

アルヒナウィ氏：もちろんです。例えば、私たちは、強姦が起きやすい地域に被害者の避難できるシェ

ルターの設置を計画していた組織と話をしたことがあります。このように、われわれが取り込んだ情報

をほかの組織が特定し、そこから行動を起こすことができるのです。 



 

バーチャルな世界で起きる戦争にルールは必要か？         

銃撃戦が繰り広げられた廃

屋の倉庫の中で、軍の極

秘任務を担う一員として捕

らえた敵を尋問しているが、

一向に口を割らない。そこ

で、割れた窓ガラスの破片

を捕虜の口へ押し込む。 

この残忍なシナリオは、『コ

ール・オブ・デューティー：

ブラック・オプス』という、架

空の特殊部隊による機密

作戦を描いたビデオゲーム

の一場面である。ゲームを

先に進めるには、コンピュー

ターやプレイステーション上

で「捕虜の顔を殴る」という

操作をしなくてはならない。 

これは、最近のファースト・

パーソン・シューティング・ゲーム（一人称視点シューティングゲーム）が、仮想世界ながらも、いかに

リアルで、かつ極めて残酷な戦争シーンを体験するものであるかを表す一例にすぎない。さらに、この

ようなゲームの多くが、戦争における最も基本的なルールを侵したシーンを含んでいることも示してい

る。 

日々、何百万人ものがこのようなビデオゲームを行っているため、戦地で兵士に許されている行為に

対する人びとの認識に、ゲームが影響を与えているとみる人もいる。実際にスイス軍の予備役将校で、

現在は赤十字国際委員会（ＩＣＲＣ）で武装勢力との連絡役を務めるフランソワ・セネショーも、「毎日２

～３時間もこのようなゲームをしていたら、その影響を受けないはずがない」と主張する。 

「ゲームでは、同じような行為が繰り返し行われているが、これは軍隊では『演習』と呼ばれるもので、

人びとの体にその状況を染み込ませる方法だ」 

近年のいくつかの研究では、市民の財産の破壊、市民への恣意
し い

的な攻撃など、バーチャルな世界で

の国際人道法の違反に値する行為は数多く見つかっている。中には、投降した負傷兵を撃つことが

許されているものや、赤十字や赤新月、レッドクリスタルの標章をつけている医療部隊に対する発砲

を可能にしているものさえある。 

 

当事者のルール 

ただ、このような状況にあってもセネショーは、「私たちは暴力的なビデオゲームを禁止しようとしてい

るのではない」と強調する。 

むしろゲーム制作会社に、自発的に国際人道法を適用するように促している。それによってゲームが

深みを増し、よりリアルになることで、プレーヤーが兵士になった際に国際人道法を意識し、正しい行

動をとれるようになるだろう、と考えているのだ。 

数カ国の政府軍で訓練のために使用されている、「アーマ３」という非常にリアルなファー

スト・パーソン・シューティング・ゲームの映像。このゲームを制作したチェコ共和国のボヘ

ミア・インタラクティブ社は、ファースト・パーソン・シューティング・ゲームに国際人道法を

適用している制作会社の一つである。（画像：©ボヘミア・インタラクティブ） 



 

これに対して議論はあるも

のの、このようなゲームの

多くは実際に、軍の訓練や

採用活動にも用いられてい

る。「ゲームを通して、未来

の戦闘員、未来の弁護士、

意思決定者、あるいは現

在紛争地にいる人々に働

きかけているのだ」と彼は話

す。 

すでにゲーム制作会社数

社が、この動きに協力して

いる。ボヘミア・インタラクテ

ィブ社の代表マーク・スパ

ネルは、自社のゲームであ

る「アーマ３」が、数多くの

軍隊（オーストラリアや、イギリス・アメリカを含む NATO加盟国）で「非常に有効なトレーニングツール」

として採用されている理由の一つとして、このゲームがコンピュータ上での「本物の戦争体験」を目指

したものであることを挙げている。 

しかし、「動くもの全てに発砲するプレーヤーがいると気付いたとき、それは正しくないと感じた」とスパ

ネルは言う。そのため、ボヘミア・インタラクティブ社は、非戦闘員や「味方」を殺したプレーヤーは降

格に処すという「罰則」を導入している。 

 

心理と意識 

しかし、当然ながらすべて

のゲームプレーヤーが納得

しているわけではない。

ICRCが戦争犯罪とビデオ

ゲームの相互作用につい

て検討を始めた 2011年に

は、ただちに反対する動き

が見られた。 

多くの人びとが、ゲームの

中での行為に対し『現実世

界』での罰則が定められよ

うとしている、と勘違いした

のである。 

そのような状況下で、ある

評論家がゲーム関連のブ

ログに、「コンピューター上

での銃撃が国際人道法に違反するかどうかを決める前に、もっとすべきことがあるだろう」とコメントを

残した。 

（画像：©ボヘミア・インタラクティブ） 

（画像：©ボヘミア・インタラクティブ） 



 

この発言をきっかけに、ゲーム関連ブログでの議論が活発になったが、ICRCが「われわれが検討して

いるのはゲームの検閲ではなく、戦争犯罪に対するより現実的な取り組みである」と明らかにすると、

議論は前向きなものとなった。 

中には「ビデオゲームそのものを悪とするのではなく、ゲームを改善し、良い目的のために使用しようと

するのはうれしいことだ」という書き込みや、「近代的戦闘（ファースト・パーソン・シューティング・ゲー

ム）が、通りいっぺんにすべてを破壊していくのではなく、『捕虜をとる』、『モラルについての選択肢が

ある』といった性質のものとなることを期待している」というコメントも見られた。 

とはいえ、それでもまだ全員が納得したわけではない。実際にあるゲームプレーヤーは「意図は理解

できるし、おもしろいゲーム構成やストーリー展開になるだろう」としながらも、「ただ、やはりビデオゲー

ムは楽しむためのものであり、現実逃避の手段でもあると思う。それなのに、自分のキャラクターが誤

って市民を攻撃したり、敵が市民の大勢いる部屋に隠れていたことにより、任務の半ばで拘留所に入

れられてしまうなんて、ちっとも楽しくない」と主張する。 

もちろん、ゲームは楽しむためのものだが、一方で戦争は命にかかわる深刻な事態である。「戦争の

ための訓練、または戦争自体さえもますます現実離れしている今日、バーチャルな世界の戦闘環境

に人道法をどのように適用するかを検討すべき段階に来ている」という意見も出てきている。これを受

けて ICRC は、国家は少なくとも、訓練や採用に用いるバーチャルなツールは、「制裁措置も取らずに、

法に反する行為を許したり促したりすることのない」ものにしなくてはならないと強調する。そうすれば

国家そのものも、娯楽のためだけに制作されたゲームで訓練された兵士が戦争犯罪を起こした場合、

巻き込まれるのを防げるからだ。 



 

 過去を振り返り、未来へ前進する                    
「一歩を踏み出すのはとっても難しいけれど、続けていかなくちゃね」と語るベアテ・ムカングランガ

（Beate Mukanguranga）は、現在 45歳。ルワンダを荒廃させた 1994年の集団虐殺による傷を癒す

ために、今も苦しんでいる。彼女は約 100 日にわたって続いた集団虐殺を生きのびたが、多くのルワ

ンダ女性と同様に、複数回にわたる性的暴行を受けた。20年前に起こった出来事をいまだ忘れずに

いる中で、彼女の抱える問題は解決が非常に難しく矛盾をはらんでいるが、彼女の努力は仲間であ

る多くの市民によって共有されている。 

 

「私たちは一緒に生活して、お互いを許し合わなくちゃいけない、そうして初めて一緒に国家を築きあ

げることができるのよ」と語るイルデフォンス・カレンゲラ（Ildephonse Karengera）は、反ジェノサイド委

員会（National Commission for the Fight against Genocide）のディレクターだ。 

 

ルワンダは 1994 年以来かなり成長したものの、この集団虐殺については、解決にはほど遠い状況だ。

「最大の人道的な課題は、民族的なものではなく経済的なものだ」と、国の慢性的な貧困状況にも触

れながら話すエリック・ンディブワミ（Elic Ndibwami）は 46歳。1991年から赤十字ボランティアを務め

ている。RCRCマガジンは、ルワンダで 1994年 4月 7日に始まった集団虐殺から 20年の節目に開

催される追悼式典に際し、市民と現地の赤十字ボランティアに、彼らの課題と願い、そして抱負を聞

いた。 

（文：アニタ・ヴィズシーAnita Vizsy） 

 

あらゆる立場の苦しみ 
ジーン・ピエール・ムガボ（Jean-Pierre Mugabo）は

25 歳。父は虐殺に関与したとされ、その後刑務所

で亡くなった。一方、母は 1994 年の集団虐殺の最

中に亡くなった。 

 

現在、彼は非正規の職で生計を立て、集団虐殺に

よる孤児や要保護児童を支援するプログラムの一

環としてルワンダ赤十字社から提供された家に住ん

でいる。 

 

国が安定したことによって物事が良くなることを、彼

は願っている。「国が平和なら、人びとも平和になっ

て国のために尽くすことができるのさ」と彼は語る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真：©Juozas Cernius） 



 

より明るい未来のために声をあげる 
1994 年に数カ月間にわたっ

て続いた集団虐殺で、何千

人という女性が性暴力の被害

に遭った。 

 

被害者の 1 人、ヴェスティン・

ム カ セ ク ル （ Vestine 

Mukasekuru）は 35歳。15歳

のときから何度も性的暴行を

受け、今は 4 人の子どもの母

親である彼女だが、そのうち 2

人は暴行の結果として生まれ

た。 

 

最初の娘の父親は、彼女の

家族を皆殺しにした男でもあ

る。「私はそいつを知っているわ。近所に住んでいたの。その気が起きるたびに私のところに来たのよ」 

 

２番目の子どもは、政府軍の兵士による性暴力の末、生まれた。現在、彼女は性暴力被害者とその

子どもたちを支援する組織に所属している。この組織が行ったカウンセリングの結果、彼女の身に起き

たことについて、ほかの人と話し合うことができるようになった。「ほとんどが同じような経験をしている

けど、声をあげられるのはごく一部よ」。『敵』との間に生まれた娘がいるという理由で当初コミュニティ

ーから受けた差別を含め、さまざまな困難にぶつかったにもかかわらず、彼女は前向きだ。「私には、

今よりもっと明るい未来が見えるの。和解が成立したら、どんなことだって可能になるわ」 

 

赦しを請う 
イ ノセン ト ・ハ ビア リマナ

（ Innocent Habyarimana）は

55 歳。3 人の子どもの父親

として、また農場経営者とし

て平穏な生活を送っている。

集団虐殺の際、彼はツチ族

に対する暴行に加わってい

た。 

 

複数の殺人に対する罪で有

罪判決を受け、刑務所で 9

年間を過ごした。 

 

現在、彼は非常に後悔して

おり、コミュニティーの仲間

に赦しを請う。「友人を作っ

たり、かつて自分が傷つけた

人を助けることで、自分自身を癒すんだ」と彼は語り、人種によって人間が違うだなんて二度と思わな

いようにする、と付け加えた。「われわれはみんな同じだ。そして、それは決して揺らぐことがない事実

なんだ」 

（写真：©Juozas Cernius） 

（写真：©Juozas Cernius） 



 

傷ついてもくじけはしない 
27歳になるジャクリーン・ガ

タリ・ウワマリヤ（Jacqueline 

Gatari Uwamariya）に会っ

たら、皆に「ショウショウ」と

呼ばれる陽気でカラフルに

着飾った女性が、まだほん

の少女だったころに、想像

し難い恐怖の中を生きのび

たということに驚かされるだ

ろう。 

 

彼女が 7 歳の時、家族は

殺され家は焼け落ちた。現

在は、20 年前の出来事に

自分が屈しなかったという

ことを示すため、力強く立ち

続けている。 

 

ルワンダ赤十字社は彼女に、住居と収入を得ることができる家畜の協同組合の会員権を提供した。

「赤十字は私に生活の基盤を与えてくれたの。だからお返しがしたかった」と彼女は語る。「それで私

はボランティアになったの」。その後、彼女は赤十字社に職を得て、今は新しい家に住んでいる。自分

で稼いだお金で建てた家に。 

 

新しい家族 
「自分を助けられるのは、ほ

かでもない自分自身だけ」

と語るのは、25歳の大学生

フェリックス・ウザビンティワ

リ（Felix Uzabintywari）。彼

は集団虐殺の際、家族を

失った。 

 

ルワンダ赤十字社は、彼が

新たなスタートをきる手助

け（学費や家屋と家畜の提

供）をしたが、彼自身は自

立しなければいけないこと

を自覚している。「赤十字

は私の家族だ。私に人生の

チャンスを与えてくれた」 

 

彼は、一生懸命勉強してチャンスを生かせるかどうかは自分自身にかかっている、と語る。 

 

また、ルワンダに暮らすすべての民族にとっての義務は、お互いの中に存在する共通の人間性を理

解するようになることだ、と彼は付け加える。「もしわれわれみんなに同じ色の血が流れているのなら、

どんな違いがあるっていうんだい？」 

（写真：©Juozas Cernius） 

（写真：©Juozas Cernius） 



 

生きてゆく 
「悲しみに浸って胸を痛めるなんてできないわ。なぜ

って、そんなことになったら明日にでも死んでしまう

だろうから」。62 歳のエスペランス・ムカンデメゾ

（Esperance Mukandemezo）は、ほほ笑みを浮かべ

ながら語る。「私は幸せに生きていかないといけない

の」 

 

2006 年から赤十字ボランティアを務める彼女は、

集団虐殺をきっかけに、他人を手助けしなければと

いう内なる衝動にかられたと語る。いまだ、完全に

赦すということは困難な作業だ。彼女自身も夫と母

親と姉妹が、ほかの大勢の人びととともに殺される

のを見ている。 

 

「悪いことをしたと知っている人と生活するのは困難

なことね」と彼女は語る。和解がきわめて重要だ、と

つけ加えて。 

 

「私たちはみんなルワンダ人。仲良く暮らさなきゃ…。

ルワンダ人は病にかかっているの。加害者も生き残

った被害者も。みんな苦痛を感じているわ。ある人

は喪失感を、ある人は後悔をね。だから、私たちは

病を治す薬を見つけないといけない。そして唯一の

薬は和解よ」 
（写真：©Juozas Cernius） 
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