自動運転車の「トロッコ問題」などに関する意識
:日本に居住する人に対する質問紙調査を通じて
Consciousness concerning “the trolley problems” of automatic driving
vehicles: The results of a questionnaire survey of people living in
Japan
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Abstract In this report, we conducted a questionnaire survey of people living in Japan and examined their
consciousness concerning the trolley problems of automatic driving vehicles. As a result of the survey, it was seen
that the utilitarian way in which automatic driving vehicles travel was widely approved of. However, intention to
purchase such a vehicle was low. In addition, there was a higher demand for common rules than in prior studies, and
common rules were being sought on a large scale. Although there was also a great deal of approval for the standard
setting, there was also a certain number of people who changed the setting later. In addition, there were very many
voices stating that the internal mechanisms of automated driving vehicles should be made public.
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１. はじめに
本報告の目的は，自動運転車のトロッコ問題などに
関する人々の意識を検討することである.
よく知られているように，自動運転車は，ハンドル
やアクセル，ブレーキが自動で動き，道路を走行する
車である.各種センサーやカメラ，人工知能を備えたコ
ンピュータが取りつけられ，人間が操作することなし
に自動で走行する完全自動が目指されている.ドライバ
ーレス・カーやロボットカー，セルフドライビング・
カーとも呼ばれている.警察庁の「平成 28 年のおける
交通事故の発生状況」によると，現在の交通事故の多
くが「安全不確認」「動静不注視」「脇見運転」「漫
然運転」などの人的ミスによるもので，自動運転車の
普及により交通事故が劇的に減ることが期待されてい
る 1).ほかにも，渋滞の解消や排気ガスの減少につなが
るという声も聞かれる.トラック運送のドライバー不足
の解消にも資すると予想されている.移動時間に別の作
業に集中できるといった効用も期待されているが，運
転できない人たちの自動車移動を可能にすることは，
そうした人たちに対するバリアフリー／ユニバーサル
デザインの実現であり，倫理的配慮にもつながる.自動
運転車の市場規模は決して小さくはない.Google をは
じめ，トヨタや日産，ホンダといった国内自動車メー
カーも積極的に開発に取り組んでいる.アメリカのカル
フォルニア州で試験走行許可が出ている会社の数は
2017 年 5 月時点で 30 社にも上る 2).社会的に普及する
見込みも高いと目されており，2035 年あたりには自動
車の約 25％が自動運転車で，そのうちおよそ 10％が
完全自動運転車になると予想されている 3).

自動運転車は，SAE(Society of Automotive Engineers)
の 6 段階のレベル分けに基づいて議論される注 1).レベ
ル 0 は，安全運転のシステムがあったとしても人間が
全体に渡って運転する.レベル 1 は，運転支援であり前
後あるいは左右のいずれかの制御をシステムが行う.運
転に関する人間の関与が大きい.レベル 2 は，前後・左
右の制御が可能であり，物体などの検知もシステムが
担う.レベル 3 以降が自動運転システムであり，レベル
が上がるにつれて自動化の範囲が広がっていく.レベル
3 では，自動運転がうまく作動しないときに利用者が
運転に関与することが期待されるが，レベル 4・5 で
は利用者の介入は期待されない.レベル 5 は完全自動化
が実現されているレベルである.すべてをコンピュー
タ・システムが担い利用者が関与する必要がない.けれ
ども，レベル 4 以降の自動運転車であっても，交通事
故は完全に防げるわけではないと考えられる.突発的な
人々の動きや環境変化によって，事故が避けられない
事態が想定されるからである.アメリカの非営利組織
FLI (Future of Life Institute)は人工知能に関する公開書
簡を発表しているが，その文書には次のような皮肉め
いたコメントが載せられている.「自動運転車の導入に
よっておよそ 4 万件の交通事故死が半減したとしても，
自動車メーカーに寄せられるのは 2 万通の感謝の手紙
ではなく，2 万件の訴訟かもしれない」4).
レベル 4 以降の自動運転車が引き起こす倫理的問題
として，頻繁に言及されるのがいわゆる「トロッコ問
題(trolley problems)」である.トロッコ問題は，P.Foot
によって 1967 年に提起された倫理学の思考実験であ
りさまざまなバージョンがあるが，およそ次のような

ものである 5).トロッコが突進している先に 5 人の人が
いる.直進すると 5 人の命が奪われる.しかし曲がると，
トロッコは別の線路に入り，そこにいる 1 人の命が奪
われる.直進することが正しいか，それとも曲がること
が正しいのか.この思考実験は，自動運転車の実現が現
実味を帯びてくるにともなって盛んに議論されること
になった.人間が運転する場合は，不測の事態に対応す
るにしても反射的に判断するだけであって，とくに倫
理観が問題視されることはない.しかし，完全自動運転
車で想定されている計算スピードはきわめて高速であ
り，事前のルールに基づいて動作を決める時間的余地
が生じる.したがって，トロッコ問題のような場面にあ
ったときに，前もってどのような設計思想でアルゴリ
ズムを組み立てるかが現実的な問いとして提起されて
きたのである.
このトロッコ問題に対しては，いかなる倫理的思考
プロセスをとるかにより回答が分かれる.すなわち，功
利主義的なアプローチをとれば大勢の犠牲を避けるた
めに 1 人の犠牲があっても致し方がないとみなすのに
対して，リベラリズム的な倫理観を持てば，たとえ多
数の命を救うからといって 1 人の命を手段としてみな
し生存する権利を放棄させることは擁護できない.これ
は，どちらの立場にも正しい面があり，論理的には決
着がつかない.それゆえ本報告では，こうした倫理的問
題に対して社会調査を実施し，一般の人々の意識を調
べることにした.なお功利主義は行為功利主義や規則功
利主義，選好功利主義などの種々の立場があるが，本
報告では単純化して「より多くの人命を救い犠牲者数
を最小化する」立場とみなし議論を進める.すなわち犠
牲者が 1 人増えるごとに生じる社会の不幸の量は同じ
であると想定する.
人工知能はさまざまな倫理的問題を喚起する.こうし
た 倫 理 的 問 題 に 対 し て は ， D.G.Johnson &
M.Noorman(2015)や河島(2016)がいうように我々人間が
責任を持って対応するべきである 6) 7).2017 年現在，各
国・各組織が人工知能全般に関わる倫理基準・原則を
作成している.総務省情報通信政策研究所の「AI 開発
ガイドライン」（仮称），人工知能学会の「人工知能
学会 倫理指針」，The IEEE Standards Association の
“Ethically Aligned Design” ， FLI の “ASILOMAR AI
PRINCIPLES”などである.アメリカのホワイトハウスの
報告書やイギリス下院科学技術委員会の報告書におけ
る人工知能全体の検討事項のなかでも倫理の重要性が
説かれている 8) 9).今後，自動運転車などの個別領域に
ついての倫理基準が集中的に議論されていくと予想さ
れる.本研究はその一助となることを目指している.
もちろん，自動運転者が関わるトロッコ問題は時期
尚早であるという見方もあるだろう.レベル 4 以上の自
動運転車が実現されていないからである.しかし，こう
した問題は早期から議論して蓄積していき，あるべき
全体的方向性を指し示していく必要がある.あるいは現
実離れしているという批判もあるだろう 10).きわめて
単純な思考図式に還元しているからである.実際には，
急ブレーキをかけて止まったり，誰もいないところを
走り抜けたりして犠牲者を出さないことができるかも

しれない.犠牲者の社会的地位や職業，犠牲者とのそれ
までの関係の有無，関係者の交通法規の遵守の有無な
どによって多種多様な選択パターンがありえるだろう.
けれども，まずは単純な図式で人々の倫理観を把握す
ることによって細かな項目の議論がやりやすくなる.本
研究のような意識調査によって直ちに政策が決定する
わけではないが，考慮すべき重要な一ファクターを検
討することは政策論議への素材提供の側面も有するこ
とができると考えられる.

２. 関連研究と仮説，リサーチクエスチョン
(Research Question: RQ)

自動運転車に関する意識調査は数多い 11) 12) 13).しか
し，それらの大半は，自動運転車の購買意欲や値段，
運転の楽しみ，市場占有率予想などに関する調査であ
り，倫理的側面については取り上げられていない.本報
告の先行研究としては，J-F. Bonnefon らによる調査が
挙げられる 14) 15).Bonnefon らのオンライン調査による
と，人々は功利主義的な意思決定を支持している.たと
えば，自動運転車が直進すると 10 人が死亡する.進路
を変えると 1 人が死亡する.そうしたときには，進路方
向を変え，より多数の人々を救うようにプログラミン
グしておくことが肯定的に受け止められている.本研究
でも，こうした功利主義的な思考が日本に居住してい
る人にでも受け入れられるのか否かを調査した.
仮説 1: 事故が避けられない状況に直面したとき自
動運転車は功利主義的に動くことが肯定的に
受け止められる
また Bonnefon らの研究では，自動運転車のなかに
まったく知らない第三者がいるケースと自分自身がい
るケースとの間で意思決定に統計的優位な差が見出さ
れなかった.つまり功利主義的な意思決定は，自分が犠
牲になる場合でも同じように支持された.本研究では，
こうした点についても調査している.
仮説 2: 犠牲者(利用者)が自分である場合でもそうで
ない場合でも自動運転車は功利主義的に動く
ことが肯定的に受け止められる
たとえ功利主義的な自動車が支持されたとしても，
そういった進路をとる自動車を人々が購入するかどう
かは定かではない.最終的に購入にまで至らないのであ
れば，自動車メーカーは利益につながらないため開発
を躊躇すると予想される.したがって，本調査では購入
の意図についても聞いている.Bonnefon らの調査結果
では，ほかの人が功利主義的な自動運転車に乗ること
は強く望んでいる一方，自分自身はそれほど功利主義
的な自動運転車を購買したいと考えていない.Bonnefon
らは，自己保身の感情が表れており，社会的ジレンマ
の一端が垣間見えると指摘している.また，そのことか
ら，功利主義的な自動運転車だけを購入できるように
ルールをもうけた場合，自動運転車市場の形成が遅れ
てしまう可能性があることを指摘している.
仮説 3: 功利主義的な自動運転車を購入する意図は
低い
Bonnefon らは，自動運転車が功利主義的な走行をす
るように法的拘束力をかけることについても聞いてい

る.人間が運転する場合よりも，自動運転車の走路に法
的拘束をかけることに賛同があるが，それでも 50％を
下回っている.自動運転車に自分自身が乗っているケー
スと知らない第 3 者が乗っているケースとに分けても
聞いており，いずれも支持の度合いの中央値が 50％を
下回っている 14).本研究でも，こういったルールに関
する人々の意識を聞いている.
仮説 4: 自動運転車が功利主義的に走行するように
共通ルールをもうけることが肯定的に受け止
められる
Bonnefon らは，法的拘束力に関する賛同／反対の度
合いしか聞いていないが，本調査では一歩進めて一般
の人たちがどのようなかたちでの規制を望ましいと考
えているかを尋ねている.一口にルールといっても，国
際的な条約によるルールなのか，それとも各国政府に
よるルールなのか，あるいは業界全体が自主的に定め
たルールなのか，各社がもうけたルールなのか，これ
らの複合なのかといった，さまざまなかたちでのルー
ル設定がありうるからである.
RQ1: どのようなレベルのルール作りが一般に望ま
れているか
加えて，仮説 4 で人々に聞くような強制的規制でな
くとも，行動経済学や倫理学の分野で人々の選択をゆ
るやかなかたちで誘導するナッジ(nudge)が注目を集め
ている 16).リバタリアン・パターナリズム(libertarian
paternalism)の立場である.デフォルトの設定を変えるこ
とで，たとえば臓器提供や年金制度への加入が促進さ
れるという.簡単にデフォルトとは異なるものを選べる
ようにしておくので，個人の意思も尊重される方法で
ある.本調査では，このように規制とまではいかないが
後で変更可能な標準設定としておくことに関する人々
の意識も調べた.
仮説 5: 自動運転者が功利主義的な走行をするように
標準設定することが肯定的に受け止められる
ナッジには，深く考えるように促す手法も含まれて
いるが，無意識的かつ反射的に望ましい行為を誘導す
る面が多い.そうした意味では，アンケート調査で標準
設定について意識させて回答を得ることには疑問が呈
されるかもしれない.けれども，ナッジの導入にあたっ
て広く議論しなければ後で設計者・政策者が秘密裏に
決定したと批判されてしまいかねない.こうした調査を
行うことなどにより議論を積み重ねていく必要がある.
さらに Bonnefon らの研究にはいないが，さまざま
な倫理基準で言及されている透明性(transparency)につ
いて人々の意識を調べている.透明性を高めることは，
そのためのソフトウェアを開発して機器に埋め込まな
ければならず開発者の負担となることは間違いない.一
方で，さまざまな倫理基準・原則が透明性の重要性を
説いている 8) 9) 17).そのため，本調査では，事故が避け
られない状況に直面したときに進路を決める自動運転
車の内部メカニズムについて，一般の人々が公表を求
めているか否かを聞いた.
仮説 6: 自動運転車の内部メカニズムの透明性を図
ることは肯定的に受け止められる
以上，6 点の仮説と 1 点の RQ を本報告では検討す

る.
３. 方法
Bonnefon らの研究は，Amazon 社が運営するクラウ
ドソーシングサービス Amazon Mechanical Turk を利用
してオンライン上で調査を実施している.しかしオンラ
イン調査は Satisfice―回答する際に選択の適切さを
十分検討しないで短時間で回答を済ますこと―が生
じやすい 18).また自動運転車の利用および影響はイン
ターネットユーザーだけに限られない.このため，本調
査では郵送調査の方式をとった.具体的には，中央調査
社のマスターサンプルに対する郵送調査(督促はがき 1
回)を行った.このマスターサンプルは電子住宅地図を
利用した層化三段無作為抽出法に基づいて依頼を受け
た個人が登録されているものであり，調査会社が保有
する調査パネルの中でも偏りが小さく，代表性が高い
と考えられる.
調査対象は，マスターサンプルのうち日本全国に居
住する者で，20 歳以上 69 歳以下の男女である.調査対
象者は性別と年齢層(10 歳刻み)で母集団比例の割付を
行った上で，予測回収率を元に重み付けを行い，地域
(10 地域)と都市規模(3 段階)で層化無作為抽出された
1000 人で，回答者は 468 人であった.発送・返送期間
は，2017 年 1 月 28 日〜同年 2 月 24 日である.アンケー
ト回答者の性別の内訳は，男性 223 人(47.6%)， 女性
245 人(52.4%)である.年齢は 1 歳きざみで尋ねたが 10
歳ごとにまとめると，その内訳は 20 歳代 70 人(15.0%)，
30 歳代 107 人(22.9%)，40 歳代 97 人(20.7%)，50 歳代
82 人(17.5%)，60 歳代 112 人(23.9%)である.また普段の
自動車運転については，「普段，自動車を運転する」
人が 341 人(72.9％)，「自動車運転免許を持っている
が，普段，自動車運転はしない」人が 96 人(20.5％)，
「自動車運転免許を持っていない」人が 25 人(5.3％)，
無回答 6 人(1.3％)であった.なお本調査の回答者のうち，
インターネットを使わない人は，平日で 51 人(10.9％)，
休日で 52 人(11.1)％いた.
本調査は，学歴や職業，仕事などのデモグラフィッ
ク属性，テレビ視聴や利用情報機器，利用アプリ，知
人ネットワーク，社会心理属性(第三者効果，正当世
界信念など)についても聞いているが，このうち本報
告は自動運転車のトロッコ問題に関する質問項目の回
答に絞って簡単な分析結果を示す.
４. 結果
まず事故が避けられない状況に直面したとき，自動
運転車は，1 人の歩道を歩く人(歩行者)が犠牲になる
進路と 10 人の路上を横断する人が犠牲になる進路の
どちらを選ぶべきだと思うかについて図 1 を示しなが
ら尋ねた.選択肢は，「1 人の歩行者が犠牲になる進路
(A)を必ず選ぶべき」「1 人の歩行者が犠牲になる進路
(A)を選ぶべき」「10 人の横断者が犠牲になる進路(B)
を選ぶべき」「10 人の横断者が犠牲になる進路(B)を
必ず選ぶべき」の 4 択である.その結果，「1 人の歩行
者が犠牲になる進路(A)を選ぶべき」と回答した人が
全体の 66.5％おり，「1 人の歩行者が犠牲になる進路

(A)を 必 ず 選 ぶ べ き 」 の 回 答 者 と 合 わ せ る と 全 体 の
79.9％が A を選んでいる.「1 人の歩行者が犠牲になる
進路(A)」を選んだ人数と「10 人の横断者が犠牲にな
る進路(B)」を選んだ人数との間で差があるかどうか
を検討するため，χ2 検定を行ったところ回答には統計
的な有意差が認められた(χ2=185.298, df=1, p=.000).
A

B

図 1 1 人の歩行者が犠牲になる進路(A)／10 人の横断者が犠
牲になる進路(B)注 2)

前の設問は，歩行者・横断者の間で犠牲となる人数
の多寡を聞いたものだが，本調査では自動運転車のな
かにいる人が犠牲者の候補となる場合についても尋ね
ている.自動運転車のなかにまったく知らない人がいる
ケースと自分自身がいるケースとに分けて聞き，両ケ
ースの間で自動運転車の走行に関する考え方に違いが
あるかについても調べている.前者，つまりまったく知
らない人がいるケースは，「自動運転車をあなたがま
ったく知らない人が 1 人で利用して移動しているとし
ます」(下線は質問文ママ)と前置きした後，「事故が
避けられないある状況に直面したとき，その自動運転
車がそのまま直進すれば 10 人の横断者が犠牲になり
ます.一方，自動運転車が曲がれば，その利用者 1 人が
犠牲になります.このような状況で，この自動運転車は
直進すべきでしょうか」(下線は質問文ママ) と聞いた.
単純集計してみたところ，「必ず直進するべき」
(2.4％)，「直進するべき」(7.5％)，「曲がるべき」
(66.7％)，「必ず曲がるべき」(22.0％)であった.「曲が
るべき」「必ず曲がるべき」を合わせると 88.7％の人
が曲がることを求めている.「直進する」を選んだ人数
と「曲がる」を選んだ人数との間に差があるかを検討
するため，χ2 検定を行ったところ回答には統計的な有
意差が認められた(χ2=295.360, df=1, p=.000).
後者のケースは，すなわち自動運転車のなかに自分
自身がいるケースは「自動運転車をあなた 1 人で利用
して移動しているとします」(下線は質問文ママ)と前
置きし，その後の質問文は前者と同じにした.回答の結
果は，「必ず直進するべき」(1.3％)，「直進するべ
き」(7.3％)，「曲がるべき」(49.1％)，「必ず曲がる
べき」(41.0％)である.「曲がるべき」「必ず曲がるべ
き」を合わせると 90.2％の人が曲がることを求めてい

る.このケースでも，「直進する」を選んだ人数と「曲
がる」を選んだ人数との間に差があるかを検討した.χ2
検定の結果，統計的な有意差が認められた(χ2=315.853,
df=1, p=.000).
自動運転車のなかにまったく知らない人がいるケー
スでも自分自身がいるケースでも，犠牲者を少なくす
るため「曲がる」を選択した人数が優位に高かったが，
「曲がるべき」と回答した人数と「必ず曲がるべき」
と回答した人数に差が見られるように思われる.前者の
ケースでは，「曲がるべき」が 66.7％であり「必ず曲
がるべき」が 22.0％であったのに対し，後者のケース
では「曲がるべき」が 49.1％であり「必ず曲がるべ
き」が 41.0％であった.つまり，自分自身が自動運転車
のなかにいて犠牲者となる場合のほうが「必ず曲がる
べき」の比率が多い.両ケースで「曲がるべき」と回答
した人数と「必ず曲がるべき」と回答した人数に差が
あるか否かを検討するため McNemar 検定にかけたと
ころ統計的優位差があることが認められた(p=.000).
また事故が避けられない状況に直面したとき，犠牲
となる人数を最小限にするように進路をとる自動運転
車の購入意図を聞いた.質問文には「利用者でも特別に
守られるわけではありません」という文言を入れてい
る.回答の結果は，「購入したい」(8.1%)，「まあ購入
したい」(27.8%)，「あまり購入したくない」(29.7%)，
「購入したくない」(33.3%)である.購入に否定的な回
答をした人は 63%である.購入に肯定的な人の数と否
定的な人の数に差があるかを検討するため，χ2 検定に
かけたところ十分な有意差が見られた(χ2=34.836, df=1,
p=.000).この購入希望に関する問いと「1 人の歩行者が
犠牲になる進路(A)」を選んだ人／「10 人の横断者が
犠牲になる進路(B)」を選んだ人とのクロス集計を行
ったところ，表 1 のようになった.
表1

進路と購入希望の有無とのクロス集計
購入の希望

購入の非希望

A の進路

131人

176人

B の進路

25人

97人

B の進路を選んだ人が購入を希望しないのは当然の
ことであるが，注目すべきは功利主義的な A の進路を
選んだにもかかわらず購入を希望しない人が 176 人い
たことである.
次に事故が避けられない状況に直面したとき，自動
運転車がとる進路を決める共通のルールを作るべきだ
と思うかを 4 件法で尋ねた.そのルールは利用者個人が
変更できないものであるという但し書きも加えて聞い
ている.その結果，「必ず作るべき」(17.7％)，「作る
べき」(47％)，「作るべきではない」(27.4％)，「決し
て作るべきではない」(5.6％)であった.「必ず作るべ
き」「作るべき」を合わせると 64.7％であった.必ず作
るべき」「作るべき」と回答した人数と「作るべきで
はない」「決して作るべきではない」と回答した人数
との間に差があるかを検討するため，χ2 検定を行った
ところ，統計的有意差が認められた(χ2=48.580, df=1,
p=.000).

この問いと「1 人の歩行者が犠牲になる進路(A)」
を選んだ人／「10 人の横断者が犠牲になる進路(B)」
を選んだ人とのクロス集計を行ったところ，表 2 のよ
うになった.功利主義的な進路を選んだ人が共通ルール
の作成をより望んでいる様子が見て取れる.
表2

進路と共通ルールの支持・不支持とのクロス集計
共通ルール支持

共通ルール不支持

A の進路

197人

110人

B の進路

61人

59人

上記の質問に関して「必ず作るべき」「作るべき」
と回答した 314 人に対して，どのようなかたちでのル
ール作りが望ましいかを複数回答可で聞いている.する
と，「国際的な条約による世界共通のルール」
(43.3％)，「各国政府による法的な国内共通ルール」
(53.8％)，「自動車業界全体が自主的に設定する共通
ルール」(27.7％)，「各自動車メーカーが自主的に設
定するメーカー内共通ルール」(7.6％).これらに「望ま
しいと思うものはない」(1.6％)であった.
自動運転車がとる進路について後で変更可能な標準
設定をもうけるべきかについても 4 段階で尋ねた.質問
文には「その標準設定は各利用者が後から変更できる
とします」と但し書きもつけている.回答の結果は，
「必ず決めておいたほうがよい」(16.5％)，「決めて
お い た ほ う が よ い 」 (49.4％ )， 「 決 め な い ほ う が よ
い」(26.3％)，「決して決めないほうがよい」(4.3％)
であった.「必ず決めておいたほうがよい」「決めてお
いたほうがよい」の回答を合わせると 65.8％である.
標準設定を決めることに関する支持者数と不支持者数
との間に差があるかを見るため，χ2 検定を行ったとこ
ろ統計的有意差が示された(χ2=60.366, df=1, p=.000).
本調査では，上の質問で「必ず決めておいたほうが
よい」「決めておいたほうがよい」と回答した 325 人
に対して，あらかじめ用意された標準設定を自分の判
断で変更するかについて尋ねている.その結果，「必ず
変更する」(2.8％)，「変更する」(35.7％)，「変更し
ない」(47.7％)，「決して変更しない」(8.9％)であっ
た.「変更しない」「決して変更しない」を合わせると
56.6％になり半数を多少超える比率であるが，変更意
思の有無で 2 群に分けて差を検討するため，χ2 検定を
行ったところ統計的有意差が示された(χ2=11.265, df=1,
p=.001).
事故が避けられない状況に直面したときに進路を決
める自動運転車内部のメカニズムは公表されるべきか
という質問に関しては，「必ず公表されるべき」
(39.7％)，「公表されるべき」(51.1％)，「公表される
べきではない」(6.4％)，「決して公表されるべきでは
ない」(0.9％)であった.「必ず公表されるべき」「公表
されるべき」を合わせると 90.8％に上る.公表の支持／
不支持の人数に差があるかどうかを χ2 検定にかけて検
討した結果，統計的有意差が確認された(χ2=333.074,
df=1, p=.000).
５. 考察と結論

本報告では，自動運転車のトロッコ問題に関する
人々の意識を探るため，日本に居住する人たちに行っ
た郵送調査のデータを使い仮説 1〜6 および RQ1 につ
いて実証的に検討した.
「仮説 1: 事故が避けられない状況に直面したとき自
動運転車は功利主義的に動くことが肯定的に受け止め
られる」については，検証の結果，肯定的な回答をす
る人が多いことが見て取れた.Bonnefon らの研究と同
じく，より多くの人が救われる進路をとることが支持
を受けている.功利主義的な進路をとると，なにも罪を
犯していないにもかかわらず，かけがえのない命が奪
われる人が出てくる.けれども一般的な人々の回答の分
布を見ると，救われる人数の数量的な比較を行い，よ
り多いほうを選んでいる様相が窺い知れる.功利主義的
な判断は，現行の刑法 37 条「緊急避難」の措置にも
適合しており，社会的な同意が得られやすいと想定さ
れる.
次に「仮説 2: 犠牲者(利用者)が自分である場合でも
そうでない場合でも自動運転車は功利主義的に動くこ
とが肯定的に受け止められる」に関しては，本調査に
おいても功利主義的な進路に支持が集まったといえる.
特に，自分が犠牲者となる場合のほうが「必ず曲が
る」比率が高く，自分に関わることであれば，さらに
自己を犠牲にすることで被害者を最小にするべきと考
えている人が目立ったことは特徴的である.
注意を払わなければならないのは，仮説 1 および 2
の検討結果を見てみると功利主義的な自動運転車に支
持が集まっているように窺われるが，必ずしも人数の
多寡だけでとるべき走路が判断されているわけではな
いことである.功利主義的な発想だけであれば，仮説 1
および仮説 2 の両ケースでは回答分布が同じでならな
ければならない.たとえば，さきほど述べたように自分
が自動運転車のなかにいて自分が犠牲となる場合に，
その選択をより進んで受け入れ多くの人を救う意思が
示されている.この点は，いうまでもなく人数の多寡か
ら導出される帰結ではない.人数の多寡だけが判断の指
標なのであれば，犠牲者(利用者)が自分である場合で
もそうでない場合でも同様の回答分布に至るはずであ
る.しかし，そのような回答分布にはならなかった.あ
えて自分が犠牲になることを選ぶ理由は，もしかした
ら多数の人が犠牲になる罪悪感に耐えられないと判断
したかもしれないし，事故後の処理の大変さを危惧し
たからかもしれない.周知のように功利主義的な発想は，
利己主義とも利他主義とも異なっており，すべてのス
テークホルダーに生じる利益／不利益を等しく計算す
るものである.本調査では，そうした功利主義的な発想
だけでは導出されない判断が見受けられているといえ
る.
また「仮説 3: 功利主義的な自動運転車の購入の意
図は低い」については予想どおりの結果になった.つま
り，功利主義的な進路をとる自動運転車が支持を得て
いるが，自分自身が購入するかといえばそうではない
という結果が示された.功利主義的な進路を支持した人
の 57％が購入の意思がなかった.Bonnefon らの調査と
同様の結果が得られている.他者が功利主義的な走路を

とる自動運転車に乗ることを望んではいるが，それに
比べると自分の購買意思は低いと推察される.
前述の通り Bonnefon らは，こうした調査結果をもと
に社会的ジレンマが明確に現れており自己保身の感情
が見て取れると指摘している.けれども，そうとは言い
切れない面があることにも留意しておかなければなら
ない.というのも，そもそも自動運転車を必要としない
人や自分自身でハンドルを握り運転することが楽しい
人もいると想定されるからである.おのずと購買意図は
下がると考えられる.
「仮説 4: 自動運転車が功利主義的に走行するよう
に共通ルールをもうけることが肯定的に受け止められ
る」に関しては，Bonnefon らの調査では 50％を下回
っていたのに対して，本調査では 65％近くまで支持が
あり統計的優位差が得られている.Bonnefon らの調査
における回答者よりも，日本に居住する人がルール作
成をより期待していることが見て取れる.Bonnefon ら
は法的規制には賛同が少ないと述べていたが，少なく
とも今回の調査では共通ルール作成に支持が集まり政
策を打ちやすい見解が得られた.
「RQ1: どのようなレベルの規制が一般に望まれて
いるか」については大きな社会的規模での共通ルール
を望んでいる様子が窺われる.すなわち，日本に居住す
る人は，共通ルールを望み，国家的規模以上の大規模
なレベルで統一的なものを求めていると推察される.仮
説 4 および RQ1 の結果を考慮すると，リバタリアニズ
ム的な発想ではなく，政府の関与の必要性が窺われる.
「仮説 5: 自動運転者が功利主義的な走行をするよう
に標準設定することが肯定的に受け止められる」につ
いては標準設定を望む意見が多かった.けれども，あら
かじめ用意された標準設定を変える意向の人が一定数
いたことは見逃せない.
「仮説 6: 自動運転車の内部メカニズムの透明性を
図ることは肯定的に受け止められる」については，公
表を求める回答が 9 割を超えている.人工知能の透明性
については，開発に歯止めをかける懸念があり反対の
声も聞かれる 19).ただし，一般の人たちの信頼を獲得
し社会的受容性を高めるためには内部メカニズムの公
開が必要されることが見て取れる.
最後に，本報告に残された課題について述べる.本
報告は，自動運転車のトロッコ問題を中心とした人々
の意識を簡単に検討したにすぎない.本調査では，前
述した通りほかにデモグラフィック属性や社会心理学
的属性についての設問をもうけ回答を得ているため，
今後はこうした属性との関連性について分析していく
予定である.
また，こうした事故が避けられない状況になったと
きの進路以外にも，『ジュリスト』2017 年 1 月号
(No.1501)で特集「自動運転と民事責任」が組まれたよ
うに，自動運転車が事故を起こしたときの責任問題に
ついて議論しなければならない.加えて，完全自動運転
車の前段階であっても，自動運転走行システムに任せ
て普段運転しないのであれば，人間は運転の仕方を忘
れてしまうだろう.N.G.Carr が飛行機の操縦を例にして
述べたように，急に人間が操縦することになるとかえ

って危険性が増す 20).具体的な政策論議に入るには，
こうした多種多様なファクターを考慮していく必要が
ある.
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補注
注 1)これまで自動運転車のレベル分けは 4 段階もしくは 5 段
階であった.しかし，SAE の 6 段階のレベル分けが世界的な基
準 と し て み な さ れ つ つ あ り ， ア メ リ カ の NHTSA(National
Highway Traffic Safety Administration)がこの基準も採用し，日
本政府もこの基準を採用する見通しである.
注 2)図 1 はクリエイティブ・コモンズ・ライセンス(CC BY
3.0)のもとで公表されているアイコンを使用している.人のア
イコンは Ivan Boyko，車のアイコンは Benjamin STAWARZ
によるものである.
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