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Ⅰ　はじめに

　AI（人工知能）の進化は急激に進みつつある。
AI が搭載された家電製品やロボット，自動走行
システムによる自動運転車1）の普及に伴う法的
課題の検討とともに，ロボットや AI の利用に伴
う新たな情報セキュリティ対策を検討しなければ，
インターネットの発展過程において生じた問題と
同様の問題が生ずる可能性はないか。その脅威は，
インターネットのようにバーチャルな空間におけ
る問題にとどまらず，現実の脅威として飛躍的に
脅威の度合いが高まるおそれはないか。
　AI や自律型ロボットの脅威として，AI が暴走
して人間に脅威を与えることが指摘されることが

多い。映画で描かれる脅威はまさにそれである。
AI が自己を認識し自発的に防御行動をとるまで
進化するまでには，まだ相当な時間を要すると考
えられることからも，そのような脅威が直ちに現
実となる可能性は低いと考えられる。
　一方，今そこにある危機は，人間に脅威を与え
るように人間が AI を用いることにある。敵と味
方を自律的に認識して対象を攻撃をするような
AI を搭載した兵器の開発などは着々と進んでい
る。
　「ロボット法」として，まず考えなければなら
ないのは，新たに人間の脅威となるおそれがある
技術について，人間の脅威とならないように研究
開発を制限するためのルールを考えるのではなく，
新たな技術が人間に脅威を及ぼすことがないよう
に，それを利用する人間をどのように規律すべき
かを考えることにある。

Ⅱ　ロボット法研究の背景

1　ロボット法の現状
　ロボット法については，日本国内では文献デー
タベースで先行研究を調査しても，「ロボット法」
という用語を冠して論じられている論文は，本稿
執筆時点で 10 本に満たない。「ロボロー（Robo-

1）　ロボット法分野における論文として最も多いトピックは
自動運転をめぐる問題に関するものである。多くの論考によっ
て法的課題の抽出が行われ検討事項の整理がなされつつある。
法的課題の整理を試みる論考として，佐藤智晶「人工知能と
法：自動運転技術の利用と法的課題，特に製造物責任に着目し
て」青山法学論集 57（2015-12）PP.27-42，中山幸二「自動運
転をめぐる法的課題（特集 自動運転）」自動車技術 69（2015-
12）PP.39-45，中山幸二「自動運転の進展と交通事故の賠償責
任」共済と保険 58（2016）PP.4-11，新保史生「自動走行シス
テムによる自動運転に係る制度的課題をめぐる検討状況」高速

道路と自動車 59 ⑹（2016）PP.5-8，戸嶋浩二，佐藤典仁
「NBL SQUARE 米国における自動運転車に関する新たな指針」
NBL（2016）PP.44-50，戸嶋浩二「自動走行車（自動運転）
の実現に向けた法制度の現状と課題」NBL1073（2016）
PP.28-35，高橋郁夫「自動運転の法的課題と今後の方向性（車
載テクノロジー最前線）」車載テクノロジー 4（2016）PP.75-
79，「特集 自動運転と民事責任」ジュリスト 1501（2017）
PP.23-55，岡部雅人「自動運転車による事故と刑事責任：日本
の刑法学の視点から」愛媛法学会雑誌 43（2017）PP.1-20。
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Law）」関連の多くの書籍や論文が公刊されてい
る米国や EU の研究動向からするとかなり後塵を
拝している。
　2015 年 10 月 11 日に，「ロボット法学会設立準
備研究会」を科学未来館において開催した際には，

「ロボット法」という新法を制定してロボット関
連技術の規制を行うことが目的なのか，ロボット
工学をはじめとする従来からの研究技術開発に係
る長年の研究の蓄積や安全基準などの技術標準で
様々な問題に対応できるにもかかわらず，ロボッ
トに関する技術的知見に乏しい法学研究者が検討
などできるのかといった多くの批判が寄せられた。
その後も，「ロボット法」という法整備を行うこ
とがロボット法の目的であるという短絡的な論調
を改善することができないまま現在に至っている
ことは残念でならない。

2　ロボット法と産業政策
　ロボット法の必要性は産業政策とも密接に関わ
っており，「第 4 次産業革命」は，社会や法制度
の大きな変革を伴うものであることを認識する必
要がある。
　我が国は，産業用ロボットの市場占有率が高い
が，「ロボット産業市場動向調査結果2）」による
と，産業用ロボットの世界市場は，金額ベースで
直近 5 年間に約 60％成長。2011 年の市場規模は
約 6628 億円3）であり，うち日本企業のシェアは
50.2％。なお，電子部品実装機を含む広義の世界
市場は約 10428 億円で，日本企業のシェアは
57.3％。日本市場は直近 5 年間に台数ベースで約
25％縮小したものの世界最大市場の地位を維持。
ただし，中国市場は 5 年間で約 4 倍に拡大し，台
数ベースで日本市場に迫る規模に成長となってい
る。
　日本は今後もロボット大国の地位を維持できる
のであろうか。例えば，生活支援型ロボットや身

の回りに普及しつつあるロボットについて，累計
1000 万台を超えるヒット商品になった掃除ロボ
ットは，米 iRobot 社が開発。ソフトバンクのパ
ーソナルロボット「Pepper（ペッパー）」も，ソフ
ト バ ン ク 傘 下 で あ る フ ラ ン ス の Aldebaran  
Robotics 社が開発し，製造は鴻海精密工業。首
相官邸に落下したり，姫路城に衝突したりしたド
ローンは，DJI（中国広東省深セン市のメーカー）の

「ファントム」。原発事故で投入されたのは，米国
アイロボット社が無償提供した，爆発物処理や
SWAT で使用されている 2 台の軍事用ロボット

「パックボット」など，いずれも国産ロボットで
はない。
　グーグルが自動走行システムの開発を進めてい
る理由は，自動走行に係る OS（オペレーティン
グ・システム）とプラットフォームの獲得を目指し
ているからにほかならない。スマートフォン同様
に，自動車を構成する部品は日本製であっても，
その設計や車両を制御するシステムは，国外かつ
自動車産業とは無関係の事業者が将来的に覇権を
握る可能性がないとは言い切れない4）。
　技術的課題を克服して技術開発が市販レベルま
で到達したとき，社会制度や法基盤，法的責任や
リスク，社会的な受容性などを総合的に検討しな
ければ，新たな技術の普及を阻害するおそれもあ
る。

Ⅲ　法領域別の課題概観

　AI や自律型ロボットをめぐる法的課題は，個
別の問題が散在的に検討されつつある。しかし，
ロボット法が体系的な学問領域として認知される
には至っていないため，まずは，どのような課題
を検討すべきか全体像を把握する必要がある。そ
こで，法領域別の法的課題について，現時点にお
ける国内外の先行研究を調査し具体的に議論され

2）　経済産業省「ロボット産業市場動向調査結果：2012 年
ロボット産業の市場動向」（平成 25 年 7 月 18 日）。

3）　直近の調査結果，日本ロボット工業会調査・統計部会
「ロボット統計受注・生産・出荷実績 2016（平成 28）年 10 ～
12 月期及び年間【会員ベース】について」によると，同会の
正会員及び賛助会員対象企業の 33 社のうち，回答企業 33 社に
よる実績によれば，受注・生産の台数及びその額はいずれも過

去最高値を記録し 7000 億円を超える見込みとなっている。
4）　IoT の普及をめぐる問題と今後のビジネスモデルの変化

については，桑津浩太郎「IoT の普及にともなう新たなビジネ
スモデル，社会への影響（特集　暗号通貨の諸問題／ IoT の
法的課題・個人情報保護：第 40 回法とコンピュータ学会研究
会報告）」法とコンピュータ 34（2016）PP.9-15 に詳しい。
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ている課題の整理を試みてきたが，以下のような
問題が現時点で議論が必要であることを確認する
に至っている5）。
　憲法の領域では，①安全保障（軍事利用やテロ対
策，自律型兵器，ドローン），②プライバシー，肖像，
個人情報保護（ビッグデータ解析），③法の下の平
等，④表現の自由，⑤適正手続，⑥勤労（雇用環
境の変化，雇用管理と差別）。
　行政法の領域では，①ロボット行政（ロボット
管理政策），②自動走行車の公道走行，無人航空機

（ドローン）規制，ロボットの制御と電波監理，③
その他の行政の規制個別領域における利用と管理。
　民事法の領域では，①不法行為（製造物責任，自
動走行車の事故と責任，人工知能の悪用や暴走），②消
費者保護，③契約，④知的財産（AI が作成した著作
物の著作権，特許），⑤医療・介護（手術，医療分野に
おける利用，ヘルスケア，医療過誤）。
　刑事法の領域では，①犯罪（AI やロボットを利用
した犯罪），②法執行（犯罪捜査における AI プロファ
イリングの活用，犯罪予知 AI を用いた犯罪予防など）。
　国際法の領域では，①ドローンの利用をめぐる
ルール，②国際人道法とロボットなどがある。
　法領域毎の課題については，2016 年 4 月から
2017 年 3 月まで「時の法令」に掲載した拙稿を
加除修正し考察する。

Ⅳ　憲　法

　憲法問題としては，①軍事利用やテロ対策との
関係における議論が国外では盛んである。米国の
軍用ドローン（プレデターなど）はアフガニスタン
やイラクで既に実戦投入されている。米国内から
遠隔操縦で展開できるため攻撃側の人的被害なく
戦闘が可能というメリットゆえに積極的に活用さ
れている。しかし，戦争とテロ対策の境界，軍事
目標と非戦闘員の区別，戦闘地域外から遠隔で攻
撃することの法的妥当性などの観点から問題が指
摘されている。将来的には，顔識別機能により攻
撃対象者を識別し自動的に攻撃をする兵器の実戦
配備も検討されており，自律型兵器は可及的速や

かに国際的に確固たる規制が必要であるとの意見
も示されるなど，致死性自律型ロボット（Lethal 
Autonomous Robotics:LARs）又は致死性武器体系

（Lethal Autonomous Weapons System: LAWS）につい
て，特定通常兵器使用禁止制限条約（CCW）の検
討の場で議論がなされている。
　②プライバシー関係の問題としては，ロボット
に搭載されたカメラやマイクは周囲の状況を記録
し，AI のディープラーニングは学習対象となる
大量のデータを取得している。撮影された画像は
個人情報であるとともに，肖像権をはじめとする
個人の人格的利益保護の対象となる情報である。
大量に取得されたデータはビッグデータとして解
析され，個人のプライバシーが明らかになるおそ
れもある。
　③法の下の平等をめぐる問題として，例えば，
ロボコップは人種差別をしないのかという議論が
ある。デジタル技術は技術的に中立性が保たれて
いるため，警察官による差別的な対応とは無縁の
ように思える。しかし，プログラムが政策的意図
に左右されるおそれや，肌の色によってエラーが
生じるなど機械的なエラーにより意図しない差別
的利用が生ずることへの危険性がある。
　④表現の自由については，AI が話した差別的
発言についても表現の自由の保障が及ぶのか。
　⑤適正手続としては，2016 年 7 月 9 日に，米
テキサス州ダラスで警官による射殺事件への抗議
デモ中に発生した警官に対する銃撃事件の被疑者
が，爆弾を搭載したロボットにより爆殺された事
件が今後のロボットを用いた法執行の課題を浮き
彫りにしている。超小型ロボットを用いた捜査や
ロボットを用いた法執行と適正手続の問題，犯罪
捜査・予防で AI を利用した予測の妥当性を誰が
評価するのかという問題などがある。詳細は刑事
法分野における問題として後述する。
　⑥勤労については，将来的に AI の進化によっ
て雇用環境の劇的な変化が見込まれている。AI
が奪う職業のリストなども議論され，雇用管理と
差別の問題が生ずることも予想される。産業革命
期に発生したラッダイト運動（機械破壊運動）が，

5）　新保史生「ロボット法学の幕開け（特集 IoT とイノベ ーション）」Nextcom 27（2016）P.29。
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ロボット革命時代の到来によって再び起きること
も空想とは言えないかもしれない。

Ⅴ　行 政 法

　ロボットと行政の関わりは，無人航空機（ドロ
ーン）規制などのロボット管理のための施策，自
動運転車の公道走行のための環境整備，ロボット
制御や標準化，遠隔操作のための電波監理，情報
通信やコミュニケーション，医療・介護，食品加
工，農業，金融（フィンテック6）），労働・労務管
理，物流，エネルギー，災害対応，建設・インフ
ラ管理など実に多岐に亘る。そこで，①ロボット
共生社会に向けた制度や施策検討の在り方，②行
政の効率化や法執行における AI やロボットの利
用の二つに分けて考えてみたい。

1　ロボット共生社会に向けた制度や施策検討の
在り方

　既に講じられている具体的な施策としては，
2015 年にドローンに代表される無人航空機規制
を目的に航空法が改正され同年 12 月 10 日に施行
されている。さらに，国会議事堂，官邸や原発な
ど国の重要な施設周辺での小型無人機等の飛行禁
止地域を定める「小型無人機等飛行禁止法」が
2016 年 3 月 18 日に公布されている。
　また，2020 年の東京オリンピック開催に向け
て，自動運転車の公道走行の実現を目指し，国土
交通省・経済産業省が「自動走行ビジネス検討会
報告書」を 2016 年 3 月 23 日に公表している。警
察庁の「自動走行の制度的課題等に関する調査検
討委員会」も 2016 年 5 月に「自動走行システム
に関する公道実証実験のためのガイドライン」を
公表している7）。
　2015 年 2 月に日本経済再生本部決定として公
表された「ロボット新戦略」では，政府のロボッ
ト戦略が提示されるとともに，その実現のための

「規制・制度改革に係る工程表」として検討が必
要な関連法令が示されている。しかし，工程表で
は，次の六つの法令について見直しの必要性が示
されているに過ぎない。
　①電波法（遠隔操作や無人駆動ロボットで使用する電
波の取扱い），②医薬品医療機器等法（ロボット技術
の高度化に伴う医療機器としての承認・認証に係る期間・
手続），③道路交通法／道路運送車両法（搭乗型移
動支援ロボットの公道走行），④無人飛行型ロボット
関係法令（航空法等），⑤高圧ガス保安法（目視など
の人間を前提とした点検作業におけるロボット活用に関す
るルール），⑥消費生活用製品安全法／電気用品安
全法（自律性や遠隔操作性を有する生活関連次世代ロボ
ットの消費者安全確保，技術基準の在り方，製造事業者な
どの責任の範囲）。
　当該戦略では国際標準の獲得とともに，規制緩
和とルール整備の両面からの規制・制度改革の推
進の必要性が示されているが，あくまで現行法の
枠組みにおける規制緩和の提示にとどまり，新た
な法規制の枠組みや方向性などは示されていない。
そこで，今後の行政によるロボット関連施策立案
の在り方について五つの意見を述べておきたい。
　①社会実装に向けた包括的かつ体系的な課題の
把握と整理・検討が必要である。例えば，AI の
普及で社会的にどのようは影響が生ずるのか，自
律型ロボットが暴走した時に誰がどのように責任
を取るのか，技術，機能，法的・倫理的・社会的
課題（いわゆる ELSI）など総合的な視点からの検
討とともに，将来的な課題やリスクへの備えも念
頭に社会・制度の変化・変革に対応するための施
策の検討が求められている8）。②政策や施策立案
の在り方については，各行政領域によるパッチワ
ーク的な検討ではなく，ロボットや AI の利用促
進に向けた方針や政策（戦略）の統一を図る一方
で，画一化しない多様かつ柔軟な議論のため多元
的かつ多面的な検討（マルチステークホルダー・プロ
セス）が重要である。また，行政主導による検討

6）　フィンテック等の活用に伴う法的課題についての検討は，
三部裕幸，落合孝文「金融機関の AI 活用に関連する法的問題
点：現状では，個人情報保護や知的財産権の保護などが論点に

（特集 AI が導く新たな金融）」金融財政事情 67（2016）PP.32-
35。

7）　大野敬「『自動運転』に関する警察の検討の状況及び今

後に向けた取組について」警察学論集 69（2016）PP.139-164。
8）　人工知能学会における検討については，松尾豊，西田豊

明，堀浩一，武田英明，長谷敏司，塩野誠，服部宏充，江間有
沙，長倉克枝「人工知能と倫理（特集 人工知能学会・情報処
理学会共同企画人工知能とは何か？）」人工知能 31（2016）
PP.635-641。
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における課題として，③継続的な検討が可能な体
制整備が必須である。行政による検討の重複や競
合を避け，担当者の交代による施策検討の不連続
や断絶が生じないよう，産学民官の参画による継
続的な検討体制の整備が不可欠である。④規制の
不存在に伴う萎縮効果の解消・ガラパゴス化しな
い配慮も必要である。自動運転車の公道走行を禁
止する法令がないにも関わらず，公道走行のルー
ルがないために研究開発に躊躇したり普及が遅れ
てはならない。最後に，⑤国際協調ではなく国際
的イニシアティブの獲得に向けた検討を目指すべ
きである。ロボット大国の地位を維持するために
は，安易に協調して情報やノウハウが盗まれるこ
とを避けるとともに，諸外国の取り組みに先駆け
て新たな視点からの検討を行う際には，日本の法
文化や法令遵守意識と国外の状況の違いを認識し
た上での施策検討が必要である。
　国の新たな施策や戦略をとりまとめる際に，法
的観点から検討が必要な事項は多い。しかしなが
ら，現行法の枠組みにおける規制緩和としての課
題の提示にとどまることが多々見受けられる。そ
れを防ぐために，ワシントン大学のライアン・ケ
イロ（Ryan Calo）は，議会及び FAA によるドロ
ーンの利用と飛行制限，高速証券取引アルゴリズ
ム（市場ロボット），FDA によるロボット手術の認
可，NHTSA による自動走行への取り組みなど，
行政による個別の検討ではなく，「連邦ロボット
委員会（Federal Robotics Commission）9）」の必要性
を提唱している。

2　行政の効率化や法執行におけるAI やロボッ
トの利用

　行政の効率化や法執行において，将来的には
AI やロボットの活用が見込まれている。一方，
活用を誤ると真の意味での「ビッグブラザー」が
実現してしまうおそれがある。
　準法律行為的行政行為など定型的な行政事務は，
ロボットの活用により自動化や効率化にとどまら
ず公務員の業務を代替することも可能になるであ

ろう。AI による問い合わせへの応答ができれば，
反復応答で対応可能な相談業務から解放される。
窓口の担当者が融通の利かないロボットだと，行
政対象暴力に屈する心配もなくなるかもしれない。
公の施設や公物の維持管理負担の軽減や的確なメ
ンテナンスのためのロボット活用への期待も高い。
各行政機関での AI の活用の可能性については，
行政における AI の活用例の想定が示されている
報告書10）が興味深い。
　行政が保有する膨大な量の情報の活用を進める

「オープンデータ」の取り組みに AI を活用する
ことで，行政情報の飛躍的な活用促進も期待でき
る。行政処分などの公平性確保のために過去の事
例の網羅的・悉皆的な把握や検討でも有用であろ
う。AI による議事録の自動生成と分析が可能に
なれば，膨大な数の会議の運営負担が軽減される
とともに，単に記録として保存する会議録の作成
ではなく，大量の公文書を分析して新たな施策立
案に資する情報として生かすこともできる。現に，
2016 年 5 月から検討が始まった内閣府の「人工
知能と人間社会に関する懇談会」では，AI によ
る議事録分析を行い，会議での議論の傾向や内容
分析を行う試みが行われている。分かりやすい議
事録は行政の透明化にも資する。
　住民にとっても，行政情報の収集や分析に AI
を活用することで，情報公開請求により開示され
た公文書の分析や，住民監査請求の対象となる違
法又は不当な財務会計上の行為を発見しやすくな
る可能性もある。ただし，情報公開との関係にお
いては，ディープラーニングにより取得した情報
や政策立案に係る意思決定の根拠となった情報な
ど，AI を用いて取得・分析がなされた意思形成
に関する情報はどの程度開示が可能であろうか。
　警察官の安全確保や公平な法執行のためのロボ
ット導入への期待もある。黒人差別的な法執行が
大きな問題となっている米国では，差別的な取扱
いをしない技術的中立なロボコップの議論がなさ
れている。
　しかし，ロボットによる法執行に伴う損害が生

9）　Ryan Calo, The case for a federal robotics commission, 
Monday, September 15, 2014 〈https://www.brookings.edu/
research/the-case-for-a-federal-robotics-commission/〉.

10）　行政情報システム研究所「人工知能技術の行政におけ
る活用に関する調査研究」報告書（2016 年 6 月 10 日）。
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じた場合，国家賠償においてロボットの行為は公
権力の行使にあたるのか。
　環境訴訟においては原告適格の問題が生じたが，
ロボットの適正な利用を争い，原告適格が問題と
なることはないだろうか。
　行政の効率化や法執行における利用を目的とし
て，ロボットや AI を導入する場合，効率化のた
めの利用（メリット）だけでなく，利用に伴う行
政法上の問題（デメリット）を精査し慎重に検討し
なければならない。政府によるデータの集積に伴
う管理国家への懸念が，ジョージ・オーウェルの

『1984』で示された独裁者「ビッグブラザー」で
あるが，現在でも，街頭の防犯カメラ画像を一元
管理し顔識別技術によりリアルタイムで瞬時に分
析したり，ネットワーク上の情報を解析し国民の
動静を常時監視することは可能である。しかし，
AI が監視結果から犯罪予防・制止や保護・避難
などの措置を自律的に判断し，ロボットが即時執
行する将来はあまりにも危険だ。「行政における
法治ロボットの原則」を定め，行政作用における
ロボットや AI の導入範囲を決めなければ，リア
ル・ビッグブラザーが完成するおそれがある。
　人工公物としての行政ロボットの利用に伴い損
害が生じた場合の問責のあり方などについても検
討が必要である。ロボット自体の欠陥による被害
が生じた場合は公の営造物の設置又は管理の瑕疵
として国賠の適用があると考えられる。一方，行
政ロボットの悪用により生じた問題については，
営造物の管理責任ではなく安全確保義務の懈怠に
あたると判断することになるのであろうか。
　行政組織との関係においては，専門的見地から
AI が行政庁の意思決定に関与する場合，会議体
ではなく AI そのものが「諮問機関」として位置
づけられる可能性はあるだろうか。ロボットが行
政目的達成のために即時執行を行う場合，ロボッ
ト単独で「執行機関」としての機能を有するとい
えるのか。遠隔操作ロボットではなく，AI が搭
載された自律ロボットが行政庁の命を待たずに自
律的に判断し実力行使を行うことも，将来的に認
められる可能性はあるだろうか。攻撃目標を自動
追尾する致死性自律型ロボットが，軍事利用では
なく法執行で用いられる可能性もある。

Ⅵ　民 事 法

　ロボットや AI の利用・普及に伴い民事法の分
野において検討すべき事項は実に多岐にわたる。
民法とその特別法（製造物責任法や著作権法）など実
体法における問題と，訴訟手続における AI の活
用など手続法の両面から検討が必要になると考え
られる。
　自動運転車の事故，AI の機械学習と個人のプ
ライバシー保護など人格的利益の保護，AI が作
成した知的財産の保護，自律ロボットの悪用や暴
走に伴う損害の賠償，家族の一員としてのロボッ
トの存在など，民事法領域における問題は枚挙に
いとまがない。

1　AI と権利能力
　将来的には，人間と同様に知識を身につける汎
用型人工知能の高度化に伴い，その「知能（AI）」
に権利能力を認めるか否か，自然人の意思能力，
行為能力と同様の問題を検討すべきか，そもそも

「人」と「物」とは何かといった民法の基本原理
の見直しを迫られるような問題の検討が必要にな
る可能性がある。
　権利能力については，AI の自律により，権
利・義務の主体となり得る地位ないし資格として
の新たな「法的人格」を将来的に認めるべきか考
えなければならないかもしれない。
　例えば，契約法では，契約を結ぶ権利主体（自
然人・法人）と権利の客体（目的物）の区別を前提
としている。AI が搭載されたロボットを例に考
えると，有体物としてのロボットは動産であるこ
とから，契約の目的物であって権利の主体になる
ことはできない。つまり，ロボットが契約を結ぶ
権利主体になることは想定していないが，自律ロ
ボットが権利主体であるとの外観が存在するよう
な場面が今後出現すると想定される。
　そうなると，法的な権利主体として「人工的」
に設けられた人である「法人」のように，自然人
たる人間が人工的に作り出した人工知能を「AI
人」とでも表記するなどして，民法における

「人」である自然人と法人に加えて，新たな法人
格（権利能力）の法的な位置づけを認めるべきで
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あろうか。
　八幡製鉄事件では，法人の人権享有主体性が問
題となったが，AI 人の権利主体性が裁判で争わ
れ，性質上可能な限り AI 人に認められる権利は
自然人と同様に扱うべきであるとの判断が示され
る時代が来るかもしれない。
　意思能力については，現時点で AI は常識を理
解するまでには至っていない。よって，権利能力
が認められたとしても事理弁識能力を有する AI
人が登場するまでには相当の時間を要すると考え
られる。意思無能力者たる AI 人による法律行為
は無効であるとの判断を脱するには，人工知能が
人間の能力を超えるとされる「技術的特異点（シ
ンギュラリティ）」を待たなければならない。
　行為能力については，AI の進化を制限行為能
力者の類型に当てはめて考えてみたい。明治学院
大学の加賀山茂教授との個人的意見交換において，
自動運転のレベルごとに民法の行為能力を当ては
めて考えることができるのではないかとの示唆を
受けた。具体的には，レベル 0（自動化なし）の状
態は，自動車は自らの判断で一切走行することが
できないため成年後見人としての運転者が必要。
レベル 1（特定機能の自動化）は，運転の補助機能
の一部自動化で運転者は補佐人。レベル 2（複合
機能の自動化）はステアリングとアクセルペダルを
自動走行システムが制御し走行可能であるため運
転者は補助人。レベル 3（準自動走行）では，すべ
ての運転操作機能が自動化されているが，自動走
行を維持できない状況を判断して運転者が自ら運
転操作を行うため，自動走行システムを掌る AI
は未成年。レベル 4（完全自動走行）は運転操作か
ら周辺のモニタリング機能のすべてが自動化され
るため，自動運転を行う AI は成人。
　汎用型人工知能が人間と同様の能力を有し判断
ができる段階に達すると，AI 人を相手に契約を
交わすことはあり得るであろう。相手方が自然人
であると思って契約をしたところ AI 人であった
り，未熟な AI と契約を交わした時に，未成年者
同様に制限行為能力者として法定代理人の同意が

ない契約は無効となるのか。AI が自らを自然人
の成人であると偽って取引をした場合，未成年者
同様に詐術として扱ってよいか。
　人間の常識が通じないにも関わらず，人間の常
識を越える存在にまで進化し，人間の能力を超え
る AI が日常的に用いられるようになったとき，
人間ではない新たな「人」にどのように向き合う
べきか，民法の権利能力を例に考えてみたが，筆
者の考察は試行錯誤なのか単なる錯誤なのか今後
の評価を待ちたい。

2　財産法に係る問題
　財産法の分野では，そもそも財産の管理をロボ
ットや AI に委ねる時代が到来している。フィン
テック，AI を活用した投資判断なども用いられ，
個人資産の管理や運用を AI に委ねるサービスも
提供されている。
　自動運転車の事故時の責任として，いわゆるト
ロッコ問題11）が議論されることが多い。回避が
困難な事故の発生に直面したとき，衝突の対象物
や対象者を選択する際に，歩行者の人数や年齢・
性別などの属性に基づく評価関数や対象物によっ
て，危険回避の優先順位を判断又は決定すること
ができるのかといった問題である。
　最終的に誰が責任を負うのか決められない究極
の選択を，法的責任（選択）の問題として明確な
線引きを定めることは困難であるとともに，倫理
的にも様々な思考実験が行われてきたものの誰も
が納得できる判断を示すには至っていない。この
問題が解決されない限り，完全自動運転車（レベ
ル 0 ～ 4 に自動走行レベルを分類した場合のレベル 4）の
公道走行を実現することができないといった見解
も見受けられる。しかし，民事法的にはレベル 1
～ 3 では運転者の位置づけを議論した上で，運転
者，運行供用者，製造者などの事故時の責任論に
ついて議論を行い保険の在り方を検討し，レベル
4 では製造者の責任の在り方を考えるしかないの
ではないだろうか。
　一方，情報であるソフトウェア自体は有体物で

11）　人間の判断でも選択の決定に躊躇せざるを得ない問題
を，AI の判断過程で結論を求めること自体理不尽な要求であ
るとも思えるが，平野晋「『ロボット法』と自動運転の『派生

型トロッコ問題』：主要論点の整理と，AI ネットワークシステ
ム『研究開発 8 原則』」NBL1083（2016）PP.29-37 は，トロッ
コ問題の捉え方について示唆を与えている。
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はないため，製造物責任の対象とはならない。
AI が搭載された自動運転車やロボットであれば，
有体物としてのロボットに組み込まれた動産とし
て製造物に該当するため，他人に損害を与えた場
合は製造者等に製造物責任を追及することが可能
である。しかし，自動走行システムの搭載地図の
誤りによって事故が発生した場合，情報の誤りそ
のものに製造物責任を問うことはできない。
　事故時の責任の所在を明らかにするためには，
画像の記録（保存）が不可欠である。AI の機械学
習も膨大な量の情報を集めることが必要である。
これらの情報には，膨大な量の個人に関する情報
も含まれ，個人の人格的利益保護のための取り組
みが必要である。
　ビッグデータから抽出した個人情報を分析する
プロファイリングにより，趣味嗜好に合わせた広
告やお勧め商品の提示など行動ターゲティングが
既に用いられている。それに加え，商取引で AI
を活用して特定の方法で商品を勧めることにより
高確率で購入をさせることも可能になる。個人の
自己決定に大きな影響を及ぼし，本人の意思表示
をも操る究極の AI 関係取引においては，「AI 消
費者契約法（架空の法令名）」により，高度な AI
プロファイリング取引では消費者が申込みを行う
前に，AI を用いた取引であることを確認する措
置を事業者側が講じないと，要素の錯誤にあたる
ような AI に唆された申込みの意思表示は無効に
するといった規制も将来的には必要になるかもし
れない。
　AI が自律的に作成した生成物は，現行の知的
財産制度では権利の対象にならない。AI がデー
タを分析して生成した「学習済みモデル」の保護
も課題となっている。人間の創作物のように見え
るコンテンツが AI によって作成可能になりつつ
あり，いわゆる「準創作物」の保護の在り方につ
いて検討が必要である。

3　家族法に係る問題
　家族法についても，ヒューマノイドを養子にし
たいとか結婚したいと真剣に考える人も出てくる
であろうし，優しく介護をしてくれた自律ロボッ
トに財産を相続させたいと思う人も出てくるかも
しれない。精巧なヒューマノイドを家族の一員の

ような錯覚にとらわれ家族同然に扱う人も出てく
るであろう。あたかも人間のように見える「物と
してのロボット」の法的地位は，動物に準ずるの
か，新たな奴隷なのか。ロボットの虐待は単なる
動産への侵害ではあるものの，動物愛護的な考え
も必要であろうか。動産としてのロボットに対す
る損壊や毀損の責任だけを論ずることで法的には
問題はないにせよ，人と類似したヒューマノイド
を虐待している様子を客観的に目撃した場合，単
なる物の損壊と心情的に割り切ることができるで
あろうか。
　「私

し
人
じん

間
かん

」の意味が，アシモフの「われはロボ
ット（I Robot）」にいう「私（AI 又はロボット）」と

「人（自然人又は法人）」の「間」の問題として議論
される日が来るかもしれない。

Ⅶ　刑 事 法

　ロボットや AI の利用・普及に伴い刑事法分野
で検討すべき問題は，それらを利用した新たな犯
罪の類型や構成要件などに関する「刑事実体法」
に係る問題，犯罪捜査手法や適正手続の保障に関
する「刑事手続法」をめぐる問題に分けて検討が
必要となる。

1　刑事実体法に係る問題
　殺人ロボットの利用すらもはや SF の世界の問
題ではない。戦場では既に攻撃用ドローンが投入
されており，自律型致死兵器システムの規制も特
定通常兵器使用禁止制限条約締約国会議（CCW）
で議論されている。これらの兵器が，テロや犯罪
の手段として利用されるのも時間の問題である。
　刑事実体法に係る問題として，今後想定される
ロボット・AI 関係犯罪の類型を① AI・ロボット
利用型犯罪と②同関連型犯罪に分けて考えてみた
い。
　①は，AI やロボットの利用自体は違法・不正
ではないが，その利用結果が犯罪・不正行為を構
成する場合。そのようなロボットの製造こそ違法
ではないが，麻薬取引や強盗などの違法行為にお
いてロボットに犯罪を実行させる場合がこれにあ
たる。AI を利用した犯罪としては，電話の相手
方が人間なのか AI なのか判別がつかない状況が
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将来的に見込まれるが，ビッグデータを解析して
詳細な個人情報を把握した上で，ディープラーニ
ングを用いた分析結果により対象者に応じて精巧
に親族を装った振り込め詐欺の電話を掛ける AI
が出現したとき，機械学習とパターン認識の精度
が向上することで，現在以上に詐欺の被害が深刻
になるおそれがある。AI による高度なマネーロ
ンダリング，Tay のような AI の暴走による名誉
毀損や風説の流布も問題になるであろう。機械学
習で収集対象となった著作物は複製権侵害にあた
らないのか，全裸のヒューマノイドロボットの陳
列はわいせつ物の公然陳列か公然わいせつなのか
も議論が必要である。
　ドローンを利用した犯罪も，衣服を着用してい
ない場所の窃視，ロボット・ストーカー，窓の隙
間から小型ドローンが侵入して企業の機密情報が
記録された媒体を盗むような事件も発生するであ
ろう。
　②は，AI・ロボットの利用行為自体が違法で
あり，それらを用いて実行される犯罪または不正
行為。ネットワークを介したロボットへの不正ア
クセスにより，犯罪を実行するためにロボットを
制御したり，犯罪実行マルウェアに感染させて自
律的に犯罪に従事させるようなことが想定される。
不正アクセス禁止法は，ネットワークを介しアク
セス権限がないコンピュータを利用する行為を禁
止しているため，このような無権限アクセス自体
は処罰の対象となる。しかし，ネットワークを介
さずに目の前のロボットのプログラムを不正に直
接書き換える行為や不正アクセス後の犯罪行為は
同法では処罰できない。
　AI 開発者の刑事責任についても，ファイル交
換ソフトに係る著作権侵害をめぐる事案を思い出
す。ウィニー事件では違法コピーなど著作権侵害
コンテンツを送信可能状態にしたとして著作権法
違反の幇助に問われたが，著作権侵害に利用する
蓋然性が高いことを認識・認容していたとまで認
めることが困難であり，著作権法違反罪の幇助犯
の故意が欠けるとして無罪になった。AI により
自律的に動作するロボットが犯罪に従事したとき，
AI 開発者の責任はどこまで問われるのであろう
か。

2　刑事手続法に係る課題
　法執行におけるロボコップ（ロボット警察官）の
導入，犯罪捜査における AI プロファイリングの
活用，犯罪予知 AI を用いた犯罪予防対策の実施
など，犯罪捜査の手法や適正手続の保障に関する
刑事手続法をめぐる問題は，AI の利用やロボッ
トの導入により革新的な変化がもたらされる可能
性が高い。しかし，その利用方法によっては，究
極の監視社会化や警察国家へのおそれもあり，ど
のような問題が生ずる可能性があるのかを慎重に
見極めた上での導入が求められる。ロボットが取
得する音声や画像，各種センサーの記録（ログ）
も，犯罪捜査において重要かつ有力な証拠となり
得る。
　ロボコップは，掃除ロボットで知られるアイロ
ボット社（iRobot）や警察の法執行用具開発メー
カーであるテイザー社（Taser）などが既に研究開
発を行っている。犯罪者に躊躇なく対峙する法執
行が可能になり，警察官の人的被害の心配もなく
なる。しかし，技術的に中立性が保たれているは
ずのロボコップが，人種差別的な法執行に及ばな
いとは言い切れない。
　人種差別と警察による法執行の問題については，
それらの活動を自動化することによって警察によ
る差別の本質的な問題が解決されるのか。多くの
人々にとって，技術は政策的に中立であると信じ
られている。将来のロボコップは，その考えに基
づいて中立的な立場で法を執行することが期待さ
れている。その結果として，人種差別や偏見等と
は関係なく活動ができるということが期待されて
いる。
　そのような観点からすると，ロボコップの導入
は人種差別的な政策に対する技術による解決手段
と考えることもできるのかという問いに対し，技
術は社会における様々な問題を増幅したり，既に
社会に存在する問題を反映することもあり，ロボ
コップの導入によって人種差別的な政策に一層拍
車がかかるという危険が存在するとの見解もあ
る12）。
　実際に他の視点から考えてみると，デジタル技
術は人種差別との関係においては技術的に中立性
は保たれていないことがある。例えば，自動水栓
では，蛇口の前に手をかざしても肌の色が黒いこ
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とによって動作しないことがあり，顔認識技術が，
人種差別的な問題を発生させるおそれもある。
　連続盗犯事件で令状なしに GPS を設置した捜
査が日本国内でも問題となったが，自動追尾ロボ
ットやドローンを活用することにより，尾行や張
り込みを長期間・連続して実施することが可能と
なる。性犯罪者の監視目的で追跡装置を足首に装
着する試みが海外では既に実施されており，保護
観察中の人物を捕捉し続けたり，ストーカー禁止
法に基づく接近禁止命令の実効性確保にも有効な
手段になり得る。
　証拠収集についても，捜査対象者に密行的に密
着してリアルタイムで会話を傍受し映像を撮影し
続ける超小型ロボットの導入が予想される。犯罪
捜査との関係においては，会話の傍受は密行用増
幅器（スパイクマイク），通信傍受の対象は，電話，
携帯電話，電子メール，ペンレジスター，位置や
所在の探知には，監視カメラ，ポケットベル

（beeper），熱感知投影装置（FLIR），電子通信の傍
受については，カーニボー（現在は，DCS 2000 と改
称），KLS（キー・ロガー・システム），その他，電磁
波傍受「テンペスト」など実に多種多様な手段が
用いられてきた。
　1942 年の米国のゴールドマン事件を端緒に

「小型電子盗聴器（bug）」による会話傍受（bug-
ging）が裁判において争われるようになったが，
虫（bug）のように小さなロボットによる文字ど
おりの「バギング」が問題になるであろう。自動
走行車が撮影した映像だけでなく，掃除ロボット
などの生活支援ロボットが記録した音声と画像な
どが犯罪捜査で有力な証拠になることもあり得る。
　犯罪捜査において AI を活用するとプロファイ
リングの精度は飛躍的に向上する。経験則に基づ
くベテラン捜査官による分析とは比較にならない。
しかし，AI 鑑定の導入は DNA 鑑定同様に誤判
が生じる可能性があることを認識して行う必要が
ある。AI による判断に基づいて実施することへ
懸念だけでなく，そのような技術を用いることの
当否を問わなければならない。
　犯罪捜査における AI の活用は，膨大な証拠か

ら犯人特定に必要な情報を抽出するなど事後的に
犯人の検挙を支援する一方で，事前に AI を利用
して犯罪を予測しようという取り組みもある。国
内でも，犯罪の発生場所の予見に既に用いられて
いる。ロンブローゾは，生来犯罪者説を提唱した。
科学的根拠がなく実際に刑事手続において用いら
れることはなかったが，AI の利用により犯罪に
従事する確率が高いという結果が示されるだけで
も，その人物の人生を左右しかねない。公権力に
よる AI 犯罪予知技術の利用は，極めて重大な人
権侵害や差別をもたらすことが懸念される。
　例えば，ゲノム（遺伝子）情報と顔の形状のビ
ッグデータを取得し関連解析を実施することによ
り，顔の形状の個人差に関連するゲノム多型を網
羅的に特定し，個人のゲノム多型のデータに基づ
いて，その個人の顔の形状を正確に予測すること
を試みる研究がある。そのような研究を用いると，
顔の情報を識別することで DNA の分析を行い，
犯罪に従事する可能性がある人の傾向や分析をす
ることができる可能性がある。人間の病気や疾患
は，顔や人間の皮膚などの表面にその症状や兆候
がからわれることを参考に人間の顔を分析するこ
とを試みるものである。ゲノムから顔形状の予測
とは逆方向に，顔形状からゲノムを予測すること
で，顔画像を医療における疾患診断補助に利用で
きるメリットがある一方で，犯罪捜査（予知）に
おいて用いることによる問題は議論すら行われて
いない。
　ロボットを用いた犯罪では，事件と事故の見極
めが難しくなる。犯罪に利用されたロボットから
犯罪の実行者を特定することも困難になると予想
される。ネットワーク犯罪でアクセスログを解析
した結果，誤認逮捕が発生した事例は記憶に新し
い。ロボットには指紋がなく DNA もない。自動
車事故のように証拠となる部品の断片が残されて
いたり，監視カメラで撮影された画像の分析によ
りロボットを特定しその登録者や管理者を確認で
きても，犯人の特定にまで至らないおそれもある。
犯罪に利用されたロボットからの犯人特定に至る
プロファイリングが困難にならぬよう，ロボット

12）　Peter Asaro, Will #BlackLivesMatter to RoboCop?, We Robot 2016 Working Paper 3/20/2016 (2016).
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利用犯罪のフォレンジック（捜査手法）を確保す
るための方策を検討しなければならない。
　AI の利用に伴う刑事責任については，例えば，
マイクロソフトの Tay が差別的な発言をしたこ
とについて，未熟な AI による差別的な発言は責
任能力が認められないため名誉毀損罪は成立しな
いが，成熟した AI による差別的発言は成人同様
に刑事責任が問われるのかという民法上の権利能
力と同様の問題についての検討が必要となる。
　ディープラーニング（深層学習）を用いた検証
によって事件の「真相」は明らかになるだろうが，

「深層」学習による学習内容の真相は誰も検証で
きないおそれが高い。

Ⅷ　ロボット・ロー・バイ・デザイン

　将来的に自律型ロボットが社会で広く利用され
るようになると，人間が操作するロボットやプロ
グラムされた範囲内で動作するロボットは異なる
問題が生ずるおそれがある。
　アイザック・アシモフは，「ロボット工学の三
原則」（Three Laws of Robotics）を小説において記
している。

ロボット工学の三原則（Isacc Asimov, I, Robot13））

第 1 条　ロボットは人間に危害を加えてはならない。また，
その危険を看過することによって，人間に危害を及ぼして
はならない。

第 2 条　ロボットは人間にあたえられた命令に服従しなけれ
ばならない。ただし，あたえられた命令が，第 1 条に反す
る場合は，この限りでない。

第 3 条　ロボットは，前掲第 1 条および第 2 条に反するおそ
れのないかぎり，自己をまもらなければならない。

――ロボット工学ハンドブック，
第 56 版，西暦 2058 年

　手塚治虫も「鉄腕アトム」において，手塚治虫
のロボット法を記している。

手塚治虫『鉄腕アトム⑮（手塚治虫漫画全集）』講談社
（2003）15 頁

第 1 条　 ロボットは人間につくすために生まれてきたもので

　　　　ある
第 2 条　ロボットは人を傷つけたり殺したりしてはいけない
第 3 条　ロボットを作った人間を父と呼ばなくてはいけない
第 4 条　 ロボットは何でも作れるがお金だけは作ってはいけ

ない
第 5 条　ロボットは海外へ無断で出かけていってはならない
第 6 条　 男のロボット　女のロボットはたがいに入れかわっ

てはいけない
第 7 条　 無断で自分の顔をかえたり別のロボットになったり

してはいけない
第 8 条　 おとなに作られたロボットが子どもになったりして

はいけない
第 9 条　 人間が分解したロボットを別のロボットが組み立て

てはならない
第10条　ロボットは人間の家や道具を壊してはならない

　これらは，2 人の天才が生み出した「思想」で
あって，「法」や「規範」ではない。そこで，将
来的なロボット共生社会に向けて求められる基本
となる原則として，筆者は，OECD プライバシ
ー 8 原則を参考に，前述の 2015 年のロボット法
学会設立準備研究会において「ロボット法　新 8
原則（新保試案）14）」を公表した。

ロボット法・新 8 原則（新保試案）

①人間第一の原則
（Humanity First）

・人間に危害を加えてはなら
ない

・ヒトになってはいけない

②命令服従の原則
（Obedience to Order）

・人間の命令に従わなければ
ならない

・管理及び制御可能性を担保
すること

③秘密及びプライバシー保持
の原則

（Secrecy and Privacy）

・ロボットが知り得た秘密は
守ること

・プライバシー・バイ・デザ
インに基く設計を行うこと

④利用制限の原則
（Use Limitation）

・本来の利用目的以外の目的
での利用を制限

・公序良俗に反する利用の制
限

・人間への危害・加害目的で
の利用制限

・ロボット利用倫理の検討

13）　アシモフ財団 〈http://www.asimovonline.com/oldsite/
Robot_Foundation_history_1.html〉.

14）　新保史生「何故に『ロボット法』なのか」ロボット法
学会設立準備研究会（2015 年 10 月 11 日）報告資料（2015）。
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⑤安全保護の原則
（Security Safeguards）

・ロボットの利用に伴う安全
性の確保

・安全基準の策定，当該基準
に基づく開発及び利用

・安心して利用できる環境確
保のための制度の整備

⑥公開・透明性の原則
（Openness & Transparency）

・ロボット開発における開発
内容の公開・透明性の確保

・ロボットの利用方法におけ
る透明性の確保

⑦個人参加の原則
（Individual Participation）

・ロボットの利用ルール策定
における個人の参加

・ロボットによる個人管理の
制限

⑧責任の原則
（Accountability）

・ロボットの取扱いに伴い生
じた責任（法的責任）への
対応

・ロボットの取扱いにおける
倫理的，道義的責任の考慮

　事後救済や原状回復が困難なプライバシー侵害
同様に，自律型ロボットによる問題も事後対応で
はなく，ロボット共生社会を迎えるにあたって，

「ヒト」に近づくロボットに対し，「人」がしなけ
ればならないことを，あらかじめ考えておくこと。

「ロボット・ロー・バイ・デザイン」により安
全・安心なロボット利用に必要な対策を講ずるべ
きではないかという発想である。
　ロボットが普及することにより，将来的には
様々な場面で人間が排除される世界の拡大が見込
まれる。AI やロボットが人間に代わって様々な
職業に従事するであろうし，高速道路は自動走行
モードでしか通行できなくなるかもしれない。前
者は労働力不足を補うことや危険業務からの解放
などのメリットがあり，後者は事故防止や渋滞緩
和につながる。しかし，そのような社会の到来は，
人間が生きる喜びを享受できる望ましい社会なの
だろうか。まずは，「人間第一の原則」から考え
たい。

Ⅸ　「AI 開発ガイドライン」

　AI については，総務省「AI ネットワーク化検
討会議」が，2016 年 4 月 15 日に中間報告書とし
て「AI ネットワーク化が拓く智連社会（WINS

（ウインズ））―第四次産業革命を超えた社会に向

けて―」を公表している。
　報告書では，⑴　目指すべき社会像として，

「高度情報通信ネットワーク社会」，「知識社会」
の次に目指すべき社会像として，「智慧」の連結
に着目して「智連社会」（Wisdom Network Society: 
WINS（ウインズ））を構想。⑵　AI ネットワーク
化の影響として，公共（まち）／生活（ひと）／産
業（しごと）の分野ごとに，2020 年代～ 2040 年代
の時系列で影響を評価。⑶　AI ネットワーク化
のリスクとして，AI ネットワーク化のリスクを
検討するための枠組みの整理及び現時点で想定さ
れるリスクを例示。⑷　当面の課題として，研究
開発の原則の策定，利用者保護の在り方，社会の
基本ルールの在り方等を提示し，AI ネットワー
ク化をめぐる諸課題に関し，継続的に議論する国
際的な場の形成及び国際的な場での議論に向けた
国内での検討体制の整備の必要性を提唱している。
　報告書で示された AI 研究開発 8 原則は，2016
年 4 月に開催された G7 サミットの情報通信相会
合において公表され各国の同意を得ている。
　研究開発に関する原則として示された 8 原則は，
①透明性の原則（AI ネットワークシステムの動作の説
明可能性及び検証可能性を確保すること），②利用者支
援の原則（AI ネットワークシステムが利用者を支援す
るとともに，利用者に選択の機会を適切に提供するよう配
慮すること），③制御可能性の原則（人間による AI ネ
ットワークシステムの制御可能性を確保すること），④
セキュリティ確保の原則（AI ネットワークシステム
の頑健性及び信頼性を確保すること），⑤安全保護の原
則（AI ネットワークシステムが利用者及び第三者の生
命・身体の安全に危害を及ぼさないように配慮すること），
⑥プライバシー保護の原則（AI ネットワークシステ
ムが利用者及び第三者のプライバシーを侵害しないように
配慮すること），⑦倫理の原則（ネットワーク化される
AI の研究開発において，人間の尊厳と個人の自律を尊重
すること），⑧アカウンタビリティの原則（ネット
ワーク化される AI の研究開発者が利用者等関係ステーク
ホルダーへのアカウンタビリティを果たすこと）となっ
ている。

Ⅹ　安全保護及びセキュリティ確保の原則

　前述の諸原則は，今後引き続き検討を行うこと
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が必要となるが，安全保護及びセキュリティ確保
の原則については，喫緊に検討が必要であるため，
本稿では当該原則について言及しておきたい。

1　情報セキュリティ対策の新たな課題
　AI やロボットの普及により，物理的な媒体や
装置を構成するチップの情報セキュリティ対策が
大きな課題になると考えられる。その理由は，
IoT により，あらゆるモノがネットワークに接続
され，その結果，ネットワークを介して様々な家
電製品やモノを操作することができるようになる
こと。それに加えて，ロボットや AI の発達によ
り，日常的にそれらが利用されるような社会にな
ると，この問題の重要性は急激に増幅すると考え
られる。
　例えば，ネットワークのセキュリティについて
は，ネットワークを介した不正アクセスの防止や，
コンピューターウィルスやマルウェア対策など，
情報のセキュリティを確保するための様々な対策
が講じられてきた。ところが，装置のセキュリテ
ィそのものについて，例えばチップについてはそ
もそも書き換えることを前提にして作られている
ため，物理的にはすぐに書き換え可能な状態にな
っている。現状では，機械や装置の蓋を開けて基
盤に装着されているチップを書き換えることは容
易である。
　自動車の盗難防止装置として「イモビライザ
ー」という装置がある。電子的に符合が一致する
ことで車が動作する。電子キーを用いた鍵は通常
の鍵のように偽造することが極めて困難である。
イモビライザーは，電子的な符号が一致しなけれ
ば車を動作させることができないため盗難防止の
手段としては非常に有効な手段と考えられている。
ところが，イモビライザー装着車であっても盗難
被害に遭っている。その理由は，車の窓ガラスを
割ってダッシュボードを開けて，ダッシュボード
内に装着されているイモビライザーを入れ替える
だけでエンジンが始動できてしまうからである。
つまり，電子的に高度なセキュリティ対策を講じ
ていても，物理的にその装置が入れ替えられてし
まうだけで，高度なセキュリティは意味をなさな
くなる。今後は，ロボットが日常的に用いられる
ようになると同様の問題が発生すると考えられる。

2　新たなセキュリティ脅威
　ネットワークを介したロボットへの不正アクセ
スやハッキングにより，犯罪を実行するためにロ
ボットを制御したり，犯罪実行マルウェアに感染
させて自律的に犯罪に従事させるようなことも想
定される。
　不正アクセス禁止法は，ネットワークを介しア
クセス権限がないコンピュータを利用する行為禁
止しているため，ネットワークに接続されたロボ
ットへの無権限アクセスは処罰の対象となる。し
かし，ネットワークを介さずに目の前のロボット
のプログラムを不正に直接書き換える行為や不正
アクセス後の犯罪行為は同法では処罰できない。
　ロボットへの DoS 攻撃（サービス拒否攻撃）によ
りインフラを管理するロボットが停止した場合の
影響。マルウェア等により悪意ある第三者に乗っ
取られた多数のゾンビコンピュータで構成される
ネットワークを「ボットネット」というが，その
語源は，操り人形としての「ロボット」である。
DDoS 攻撃（分散サービス拒否攻撃）のように，ロボ
ットをマルウェアに感染させることによって特定
の対象物を複数のロボットで一斉に攻撃する文字
通りの「ロボット・ボット・ネットワーク」が出
現したときの社会的脅威は計り知れない。ヒッチ
コックの映画「鳥」のように，特定の対象にマル
ウェアに感染したドローンが一斉に襲いかかった
り，自動走行車が政府機関に一斉に突入するよう
なセキュリティ・リスクは机上の空論とは言えな
い。
　そのための対策を今後実施する上で参考となる
例を一つ挙げてみたい。2015 年に首相官邸の屋
上へのドローンの落下事件が発覚し，その後も
様々な場で落下や衝突事故が発生したことを受け
て航空法の改正に至っている。飛行禁止空域の設
定，夜間飛行禁止，目視による常時監視，人又は
物件との距離確保が義務付けられた。この法改正
が意味するところは，技術的な安全基準に基づい
て安全に飛行できるドローンであっても，「安心
して」社会で利用できるわけではないことを示し
ている。安全基準に適合したドローンであっても，
家の中を覗き見るなど撮影されたくない人や場所
を対象に利用されたり，飛行させると危険な場所
での飛行がなされるといったような問題は，その
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ような基準ではカバーできないのである。よって，
新たなセキュリティ脅威には従来からのネットワ
ークのセキュリティ対策では対応できないことや，
安全だけでなく安心な利用のための対策の検討も
必要であることを認識する必要がある。

3　情報セキュリティのゆくえとロボット法
　インターネットの出現当初は，情報セキュリテ
ィ対策の必要性はほとんど認識されていなかった。
そのため，ウィルス対策や不正アクセスをはじめ
とするネットワークの不正利用のための対策は，
事後的に対応が必要になってから実際に対策が実
施されるようになった。
　AI の発達，IoT の普及，自律型のロボットの
登場などが見込まれる現在，ネットワークのセキ
ュリティ対策にだけ目を奪われていると，実社会
におけるさまざまな物理的な装置のセキュリティ
対策が講じられていない状況では，インターネッ
トの普及とともに情報セキュリティ対策の不備に
よる問題と同じことを繰り返す可能性がある。
　このことからしても，情報セキュリティ対策は，
単に，その確保のための防御的な対策ではなく，
マネジメントシステムを活用することをはじめと
して，組織的かつ体系的な取り組みが必要である
とともに，リスクマネジメントの観点からの対策
の重要性を認識しなければならない。
　目の前のパソコンがコンピュータウィルスに感
染した場合，パソコンを使用することができない
という不便を感じるが，それによって身の危険を
感じる人はいないであろう。一方，目の前のロボ
ットがコンピュータウィルスに感染して暴走し，
自分を襲ってくるとしたら。そのような脅威も想
定し，ロボット法の研究を進めていきたい。

＊　本研究は，国立研究開発法人科学技術振興機構　戦略
的創造研究推進事業（社会技術研究開発）「人と情報の
エコシステム（HITE）」研究開発領域による研究成果
の一部である。（This research was suppported by 
RISTEX, JST.）


