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AIの始まり

• 1956年に米国ニューハンプシャー州のダート

マス大学において人工知能研究者たちが集
まって開催されたダートマス会議

• 人間の知的能力と同じ知的能力を持つソフト
ウェアの方向性を決める議論

• この会議で初めて人工知能(Artificial 
Intelligence : AI)という用語が使われた

• この会議が人工知能研究の開始点
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人工知能の歴史：
拡張 対 置き換え

• 人工知能は人間の能力を拡張する

– ＩＡ: Intelligent Assistance / Amplifier

• 人工知能は人間に置き換わる

– ＡＩ: Artificial Intelligence
• IA vs AI はマルコフ本の基本的視点（第4章にＡＩの
歴史も含めて素晴らしい記述がある）

• J.マルコフ: 人工知能は敵か味方か, 日経BP社,2015
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人間はループの内か外か

• IA vs AI と並行して議論されてきたのは、システム

やタスク実行において人間がループの内側にい
るか外側にいるかという設計上の起点

• 内側 だと IA的
– システムは人間の拡張。人間はシステムと共同作業

– IAが複雑高機能化すると人間も変わらざるを得ない

• 外側 だと AI的
– システムは自律的に動き、人間はシステムに命令す
るだけ 5



人工知能（以下ではＡＩ）の概念
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膨大な学習
用データ

正解付き：教師
データ

ＡＩ：学習シ
ステム

ＡＩ応用システム

分類器、予測器
など

解答を欲しい質問
＝対象データ

結果の解答
深層学習はこの部分
を大量のデータを
使って強化する



国内外の組織が提案している
人工知能の倫理

• 人工知能学会倫理委員会
– 学会員が守るべき倫理指針

• 総務省 AIネットワーク社会推進委員会
– AI開発ガイドライン OECDに提案

• Future of Life Institute
– Asilomar AI Principles

• いわゆるアシロマ23原則AIおよび開発者が持つべき倫理

• IEEE 
– 文書EAD（version 2)   と標準P7000シリーズ
– AIおよび開発者が持つべき倫理
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http://ai-elsi.org/wp-content/uploads/2017/02/%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E7%9F%A5%E8%83%BD%E5%AD%A6%E4%BC%9A%E5%80%AB%E7%90%86%E6%8C%87%E9%87%9D.pdf
http://www.soumu.go.jp/main_content/000490299.pdf
https://futureoflife.org/ai-principles-japanese/
http://standards.ieee.org/develop/indconn/ec/ead_v1.pdf


IEEEの人工知能倫理基準

• 人工知能の倫理に関する論点を洗い出し、それらに対す
る勧告をまとめて以下のような文書化をする。
– Ethically Aligned Design（EAD): A Vision for Prioritizing Human

Wellbeing with Artificial Intelligence and Autonomous Systems
– (EAD version 2, 

倫理的整合のとれた設計: AIとASにおいて人の幸福を
優先するためのビジョン 第2版)

• EADを読むと、開発目的も明確で、AIが実現する具体的
機能も見えやすいことがわかる。

• EADで列挙された勧告をIEEEの P7000シリーズとして
標準化する。
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IEEE Ethics Guideline version 1
1. General Principles 
2. Embedding Values into 

Autonomous Intelligent Systems 
3. Methodologies to Guide Ethical 

Research and Design 
4. Safety and Beneficence of Artificial 

General Intelligence
5. (AGI) and Artificial 

Superintelligence (ASI) 
6. Personal Data and Individual 

Access Control 
7. Reframing Autonomous Weapons 

Systems 
8. Economics/Humanitarian Issues 
9. Law 
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IEEE Ethics Guideline version 2
1. Executive Summary
2. General Principles
3. Embedding Values Into Autonomous 

Intelligent Systems
4. Methodologies to Guide Ethical Research 

and Design
5. Safety and Beneficence of Artificial General 

Intelligence (AGI) and Artificial 
Superintelligence (ASI)

6. Personal Data and Individual Access 
Control

7. Reframing Autonomous Weapons Systems
8. Economics/Humanitarian Issues
9. Law
10. Affective Computing
11. Classical Ethics in Artificial Intelligence
12. Policy
13. Mixed Reality
14. Well-being 10

現在、version 3 (最終版）の作成中



AIの悪用

AIAIの判断に従わな

い権利を持つ社会が
必要
 実際はどう実装？

AIがお前

にやれと
判断した
んだよ。

こんな無理な
仕事、なんで
私がしなきゃ
いけないの？
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General Principle (p.30 )：
Principle 5 — A/IS Technology Misuse
and Awareness of It 教育に言及



• こうして、人工知能に文句を言うことができなく
なってくると、実質的に言論の自由も人権もない
状況になりかねません

人工知能に対して文句を言える社会制度を考え
る必要があります。

GDPR 22条： 計算機（人工知能）のプロファイリング
から出てきた決定に服さなくてよい権利
具体的には以下のようにします。
プロファイリングに使った入力データの開示
出力された決定に対する説明責任を人間が果たす。

ただし、この権利の社会実装、技術による実現はかなり困
難
守秘義務や企業秘密の壁もあります。
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IEEE EAD version2 の法律編の示唆
する「悪用対策」

– このような悪用を看破し、見逃さぬように

 AIがその結論に至った推論、入力データを明確化でき
る仕掛けを予め組み込む (＝GDPR22条の実現方法）

 AIのおかしな動きに対する内部告発の制度的保証

 AIが悪さをした場合の救済策を立法化しておくこと

保険などの経済的救済策も重視
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技術の現状は既にブラックボックス化
が大きく進行中

• 人間の仕事を自律的AIで置き換えるにせよ、人間
の能力を拡張するにせよ
– 開発者に責任はあるはず

– だが、既に関係者たちが把握しきれない状態に突入し
ているのかもしれません

– 関係者：
• 人工知能開発者

• 人工知能へ学習に使う素材データを提供した者

• 人工知能製品を宣伝、販売した者

• 人工知能製品を利用する消費者

したがって、事故時の責任の所在を法制度として明確
化しておく必要がある時期になってきています



人工知能（以下ではＡＩ）の概念
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膨大な学習
用データ

正解付き：教師
データ

ＡＩ：学習シ
ステム

ＡＩ応用システム

分類器、予測器
など

解答を欲しい質問
＝対象データ

結果の解答



透明性とアカウンタビリティ

• ブラックボックス化への対応策
– IEEE EADversion2 法律編によれば

• 事故時の責任の所在を法制度として明確化しておく
必要がある

• 具体的には
透明性 と アカウンタビリティ（説明責任）

結論に至る論理的プロセス、使われた入力データの特定
など

開発者、投資した人も明確にすべき

より根本的にはAIに委譲できない権利：戦争、死刑など人
の命にかかわるものを確定しておくことが大切
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透明性

– ＡＩにおける学習で使われた入力教師データ と
ＡＩ応用システムに投入された入力データを開示
できる

– ＡＩ応用システムの出力結果

– ＡＩ応用システムにおける大雑把なデータの流れ

– ＡＩ応用システムを開発主体、出資者、
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旧：説明責任

• 古い考え方(たぶん間違っている）

– 透明性で開示される情報

– 入力データから結果出力が得られるまでのデー
タの流れを ＡＩシステムの利用者に自然言語文
などで表示すること

– そもそも accountabilityを説明責任と訳したのは
誤訳
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新：説明責任

• 正しい考え方

– 入力データから結果出力の妥当性、公平性、正
統性を ＡＩ応用システムの利用者が納得できる
形で説明すること

• 単なる透明性に基づく開示では不十分

• 一般利用者には納得できない専門的な説明×
– もちろんAIの動作を理解できれば理想的だが、一般利用者、
多くの場合は専門家にも、なかなか困難

責任者を明確に指摘できること
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説明からトラストへ：利得と損害

多数に上る過去の類似例の入力データと結果
出力を示して、当該結果の妥当性、公平性、正
統性を納得してもらう

ＡＩ応用システムの利用履歴を開示して信用を得
る

• サービスから得られる利得と損害のバランスに
よる
– 予見される損害は小さければ信用しやすい

– 可能な利得が大きければイチかバチか（ギャンブル
的）
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トラストはどうやって確保するか？

• 過去の学問的成果の集積を信用してもらう
– 数学、物理学、医学、…

• 専門家をトラストしてもらうライセンス制度
– 専門家のスキルのトラスト：医師国家試験、司法試験など
– ライセンスする側（国など）へのトラスト

• それでも事故は起きる
– 補償制度の確立：保険など

• これら全部を統合したシステム体系がトラストの基本
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AIの法律的位置づけ

• ウゴ・パガロの「ロボット法」には、
AGI以前ではあるものの、相当程度
に自律性を備えたAIの法律的位置
づけが書かれている。

• 刑法、民法などと並んでロボット法
があるわけではなく、あくまで学問分
野としての提案

• AGI：人間と同等の知的能力を持つ
AI の社会的位置づけを考えるに
あたって参考になる。

• AI/AGIの種別 vs 責任の所在 の
対応表をベースに検討する 22



AI/AGIの法的格付けによる対応表

AIの行為 責任 免責 厳格責任 不当な損害

完全な法的人格AGI

的確な行為者（限定的自律AI）

ツールとしてのAI
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責任：罪刑法定主義によって、行為者が引き受ける責任。
 箱の中は行為ないし責任を引き受ける者 ないしは法益を受ける者

免責：上記の責任のうち法律あるいは契約によって免責となる場合

厳格責任：英米法の概念で，行為者に故意や過失という心理的要素のない場
合にも犯罪の成立 (ないし不法行為責任) を認めること。

 例えば、社員の個人判断で起こした不法行為に対して、法人である会社が
自動的に責任を負うこと

不当な損害：国、契約相手、不法行為法の第3者など他者によって誘発された
ロボットやAI自身への損害
 箱の中にはその損害からの保護方策など。

https://kotobank.jp/word/%E4%B8%8D%E6%B3%95%E8%A1%8C%E7%82%BA-125738#E3.83.96.E3.83.AA.E3.82.BF.E3.83.8B.E3.82.AB.E5.9B.BD.E9.9A.9B.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E5.B0.8F.E9.A0.85.E7.9B.AE.E4.BA.8B.E5.85.B8


AI/AGIの法的格付けによる対応表：
一般の場合

AIの行為 責任 免責 厳格責任 不当な損害

完全な法的
人格：AGI

全ての場合 自然人
と同じ

同左 同左

限定的自律
AI

不法行為の
場合、その
理由の所在:
AI利用者

損害の
閾値で
決定

政治的判断、
ないし新規立
法

（製造物責任
による委縮を
避けたい）

AIシステム

利用者の正
当な使用方
法の実証

ツールとして
のAI

AIが損害源

操作した
人間

技術革
新に対
応して
決める

AI製造者 AIシステム

利用者の正
当な使用方
法の実証24



内側vs外側 が議論になりそうな例

AIの著作権
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AIの創作活動の位置づけ
創作活動にコミットしたのは誰？

AIによって、く

まなく創作物
候補を生成

AIによって評価

の高い創作物
に類似＊し、
ヒットしそうな
創作物を選別

過去の評価の高い創作
物の選択 (by AI)

過去の評価の高い創作物

鑑賞者たちの反応＝鑑
賞者たちの思想、感情

（著作権法2条）

末端の鑑賞者

AIを利用して作った
創作作品

＊知財の場合は過去に類似し
たものがないことを確認となる

鑑賞者たち
の思想、感
情：著作権
法2条

このループで考
える必要あり



AIの著作権：対応表

27

AIの行為 著作権所有 著作権放棄 著作権侵害の被疑者

完全な法
的人格：
AGI

著作人格
権？

自然人と同じ？ 同左

限定的自
律AI

著作人格権
は無理。著
作隣接権
は？

AIの利用者

＝芸術家、作家、
出版社 しかない
（AI自体は無理）

知的能力を持つAI自
身、あるいはAI利用

者あるいは開発者ま
でを侵害で訴える

ツールと
してのAI
（収入源）

操作した人
間

同左 同左



AIの創作活動の位置づけ
知的財産作成にコミットしたのは誰？

AIによって、く

まなく知的財
産候補補を

生成

AIによって評価

の高い知財に
類似＊してい
るが、明らかに
異なる点を持
つ創作物を選

別

過去の評価の高い知財
選択 (by AI)

過去の評価の高い知財など

知財審査官が審査
（実はここもAI)

末端の利用者：儲け

AIを利用して作った
知財

＊知財の場合は過去に類似し
たものがないことを確認となる

このループで考
える必要あり

知財権侵害権
侵害の訴え



AIの知的財産権：対応表
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 知的財産権の場合、大量に知財（特許,etc.)申請がくるかもしれない。当
然、審査側もAIを使う。

 知的財産権取得に可否判断の根拠の説明が必要。審査側AIの出力に
おける説明責任、透明性が重要になる

AIの行為 知的財産権所有 知的財産
権放棄

知的財産権侵害の被
疑者

完全な法
的人格：
AGI

知財権 自然人と
同じ？

同左

限定的自
律AI

AIの利用者。ただ
し、出願までAIが
したらどうなる？

AIの利用

者＝発明
者？

知的能力を持つAI自
身、あるいはAI利用者
を侵害者として訴える

ツールと
してのAI
（収入源）

操作した人間 同左 同左



既存の技術やシステムを自動化
すると何がおきるか？
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• 人工知能が人間に置き換わり、人間が仕事処
理のループの外側に行ってしまうと

• いざというとき、自動化されたシステムの代わり
を人間が務めようとしても、普段からやってい
なことはできません

いざというときは人間が介入するといううたい文句
はよく耳にするが実際はできないということです。
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例：車の自動運転

– 完全な自動運転はレベル４(制限地域），レベル5（全域）
– いざというときだけ人間が介入するのがレベル３

• ところが、ふだん運転していない人がいざというときだ
けハンドルを渡されても、人工知能以上の運転ができ
るのでしょうか？

• レベル３はレベル４、５（完全自動運転）に比べて人間
との切り替え時がかえって危険ではないでしょうか？

• 保険業界も疑問視
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Automotive Car 
Data Collector

RSD Integrater

．
．
．

Other 
Road 

Segment 
Data

Road 
Segment 
Data

Integrated 
RSD

Map Maker
Online
Map

自動運転 = オンラインマップと自車状況の一致
によって走行ルートを探すこと

オンラインマップとカメラから取り込んだ画像を解析し
た結果を照合して、取るべきルートを決める



自動運転車の法的格付けによる対応表

AIの行為 責任 免責 厳格責任 不当な
損害

完全なAI自
律走行 L5、
L4

設計者、
開発者、
利用者

十分なテストを
したら免責

保険などでカ
バー

設計、開発者
予測が可能に
なるまでテスト
をしたか

同左

限定的自律
走行 L4,L3

不法行為
 設計
開発者

許容損害値ま
では免責（保
険）

同上 同左

ツールとして
のAI（損害源）
L2,L1

操作した
人間

不可抗力の場
合

ツール開発者
（製造物責任）

AI利用

者 対
加害者
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目的はけっこうなのですが…
自動運転では事故のときに、自分の走行の法的正当性、さら

にはAIが予測通りに動いていたことを説明することが最重要
だろう

 AIの出力に関して、人間に理解できる説明をできるAIは可能
か？

– 現代の複雑なAIでは計算機の論理的動作に基づく説明は困難だ
ろうと言われている。

• 外部からの動作観察と製品テストの徹底

– 網羅的製品テストを行うこともAIに任せることになる
だろう
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AIの行動をAIが観察してテスト

AIAI

このAIが正しく機能してい
るかどうかを人間がtrust
（信用）できる必要がある



ご清聴ありがとうございました
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