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 プロローグ（解説）   

 

「ソーシャルグッドのための人工知能 

：AI 時代のチャンスとリスク」

高橋 利枝  
早稲田大学文学学術院教授・AI in Asia 東京大会実行委員長 

東京都目黒区出身。お茶の水女子大学理学部数学科卒業（理学士：数学）。東京大学大学院社会

学研究科修士課程修了（社会学修士：社会情報学）。英国ロンドン･スクール･オブ･エコノミクス(LSE)

大学院博士課程修了 Ph.D.取得 (社会科学博士：メディア･コミュニケーション学)。 

2010 年度、オックスフォード大学およびハーバード大学にフェローとして招聘され、「若者とデジタルメディア」に関する国際共同

研究を行う。この研究成果をもとに出版された『デジタル・ウィズダムの時代へ』(新曜社, 2016 年) は、2016 年度テレコム社会科学

賞入賞を受賞した。 

現在、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会テクノロジー諮問委員会委員として、歴史上 もイノベーティブなオ

リンピックにするために、新たなテクノロジーの可能性について探求している。 

 

1.はじめに 
 

昨今、人工知能(AI)やロボットに関して盛んに論じ

られていますが、新しい科学技術が登場した際に起こ

るモラルパニックに近いような、極端にネガティブな言

説が世界中で湧き上がっているように思われます。そ

のため筆者は「AI for Social Good（社会の課題を解決

したり、社会をよくしたりするための人工知能）」と題し

た国際シンポジウムを、ハーバード大学バークマンクラ

インセンターなどと共に企画し、2017年３月６日、７日両

日に早稲田大学にて開催いたしました。この国際シン

ポジウムでは、「AI 化された社会を生きるために必要な

ものとは〜2020 年、2030 年に向けて、今私たちに求め

られていること〜」をテーマとして、ハーバード大学やオ

ックスフォード大学を始めとする国内外の第一線の研

究者を招き、来たるべき「AI 化された社会」に向けて議

論を行いました。 

 

そこで本稿では、シンポジウムの解説として、まず私

たちが現在直面している AI による社会変容を「コミュニ

ケーションの複雑性モデル」を用いて捉えたいと思いま

す。その上で本国際シンポジウムを通して見えてきた

AI 時代のチャンスとリスクについて述べたいと思います。

そして 後に 2020 年、2030 年に向けて、より良い社会

を創るために今私たちに求められていることについて

示唆したいと思います。 

 

 

 

2.  Society5.0  
 

2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に

向けて、モノのインターネット(IoT)や人工知能（AI）、ロ

ボットなど、革新的な技術が次々と登場し、私たちはこ

れまでにないような変動の社会を生きています。内閣

府や文部科学省は、第４次産業革命とは異なる超スマ

ート社会（Society5.0）の実現を掲げています。 

図１ Society 5.0 のイメージ（平成 28 年科学技術

白書より） 
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Society5.0 とは「狩猟社会、農耕社会、工業社会、情

報社会に続くような新たな社会を生み出す変革を科学

技術イノベーションが先導していく」(内閣府第５期科学

技術基本計画, p.11)社会のことです。 

 

すなわち現在私たちが直面している社会変容は、単

なる「産業」革命ではなく、AIや IoTなどのインターネット

が日常生活のあらゆる場面に入り込み、サイバー空間

とフィジカル空間(現実世界)とが融合された「新たな社

会へのパラダイムシフト」を意味しています。 

 

AI 時代において私たちは、どのような新たなチャンス、

そしてリスクに直面するのでしょうか？AI やロボット、

IoT といった技術的なイノベーションとともに育つ子供た

ちが、楽しく幸せな人生を送るためには、どのようなリ

テラシー教育が必要なのでしょうか？また私たちが今

後直面する新たなリスクに対処するためにはどのよう

なリスクマネジメントが必要なのでしょうか？科学技術

イノベーションによる新たなチャンスを 大限に享受し、

リスクを 小限にしながら、多くの人にとって幸せな社

会を創るためにはどうしたらいいのでしょうか？ 

 

3.AI 時代の「コミュニケーションの複
雑性モデル」 
 

まず Society5.0 における社会変容を捉えるために、

「コミュニケーションの複雑性モデル」(高橋、2016；図 2)

について簡単に述べたいと思います。 

 

3.1.複雑系のパラダイム 
 

社会科学者や自然科学者は既存のパラダイムでは観

察することの出来なかった、あるいは例外とされ捉える

ことの出来なかった、複雑で動態的
ダイナミック

な現象を捉え、説

明力を加えるために「複雑系」のパラダイムを用いてい

ます(cf. Eve, 1997)。複雑系のパラダイムは数学や物理

学、生物学など自然科学の分野から創発し、経済学や

社会学など多くの社会科学においても既に応用されて

います。 

 

本論文集でも、栗原聡氏が複雑系のパラダイムを用

いながら、2045 年のシンギュラリティについて述べてい

ます。特にトップダウン型 AI から自律的なボトムアップ

型 AI へのパラダイムシフトについて指摘しています（セ

ッション５）。また河口洋一郎氏はアートの分野におい

て人工生命における自己組織化を CG を用いてデモン

ストレーションしています(アートイベント)。 

 

 

 筆者も数学科出身というバックグラウンドから自然科

学から創発した複雑系のパラダイムを用いています。

「コミュニケーションの複雑性モデル」は、グローバル化

と社会変容という今日の複雑な社会的文脈において、

個人、社会集団、文化の複雑性や動態性
ダイナミズム

を理解する

ために提示した統合的な理論モデルです（高橋, 2016）。

本稿では、このモデルを AI 時代におけるコミュニケーシ

ョンと社会変容を捉えるために発展させていきたいと思

います。 

 

3.2.  Society5.0 における「コミュニケーショ

ンの複雑性モデル」 
 
コミュニケーションの複雑性モデルでは、個人、社会

集団、文化など様々なレベルにおける複雑性とその間

の動態的
ダイナミック

な相互作用を示すため、複雑系のパラダイム

から 4 つの概念－相互作用、自己組織性、適応的、カ

オスの縁－を用いています (図 2)。図 2 はモデルを簡

略化するために個人、社会集団、文化の 3 つのレベル

に分類しています。 

 

 

図 2 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 複 雑 性 モ デ ル （ The 

Complexity Model of Communication ） ( 高 橋 , 

2016, p.51） 
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マクロレベル：  
国家戦略『超スマート社会』 
科学技術イノベーション 
グローバル化 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 コミュニケーションの複雑性モデル（CG イメージ）（The Complexity Model of Communication）(図像

デザイン:河口洋一郎氏) 

 

しかしながら、ミクロとマクロの間には多数の複雑な

システムが存在し、相互に結び付き、各々動態的
ダイナミック

に相

互作用しあっており、それぞれを切り離して理解するこ

とは出来ません。個人は様々な社会集団の中に、また

社会集団は文化の中に入れ子状態になっており、絶え

間ない相互作用とフィードバックによって密接に影響を

及ぼし関係しあっているからです（図 3）。ここでは図３

の重層的で動態的
ダイナミック

な CG イメージを用いて、AI 時代に

おける社会変容を説明したいと思います。 

 

1）マクロレベル（図 3： 一番上 Zn） 
 
現在 2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大

会、2030 年ポストオリンピックに向けて、AI や IoT、AR

や VR など社会のスマート化の力(α1)がますます大きく

なり、大きな社会変容を引き起こしています。例えば国

家戦略として先に述べた「Society5.0: 超スマート社会」

の実現があげられます。科学技術イノベーションの力

は、日本ばかりでなく、アメリカやドイツをはじめ、世界

規模で推し進められ、グローバル化は、今後ますます 

 

加速しその影響力が強まっていきます（α2）。このよう

なマクロレベルからの力を受けて、私たちが暮らす地

域コミュニティのレベルにおいて、スマートシティやスマ

ートコミュニティなどスマート化が進められています（Yn）。

そしてコミュニティを通して私たち個人の日常生活にお

いても、徐々にスマート化が進んで行くのです(Xn)。 

 

2）ミクロレベル(図 3：一番下 Xn) 
 
個人はこのようなマクロレベル(Zn, α1)、コミュニティレ

ベル(Yn, α1)から受ける力（スマート化やグローバル化

など）に適応していかなければなりません。適応には抵

抗、流用、応化の３つのタイプがあります。社会のスマ

ート化に「抵抗」する人もいれば、大きな流れにただ従

う人もいるでしょう（応化）。しかしながら、多くの人は、

日常生活において科学技術を自分なりに「流用」し、新

たなチャンスとリスクのバランスを取りながら自己実現

を図っていくと考えられるのです。このように個々人は

スマート化に適応（抵抗したり、応化したり、流用したり）

しながら、AI やロボットなどの科学技術とのエンゲージ

スマート・シティ  
スマート・コミュニテイ 
 

ミクロレベル：個人とモバイル、

ソーシャルメディア、IoT、AI/
ロボットとのエンゲージメント  
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メントを高めていくのです。 

 

3）マクロとミクロのフィードバック・ループ 

 
しかしながら、社会のスマート化は、マクロレベルから

のトップダウンの一方向的な流れではなく、人々の相互

作用やエージェンシーによるミクロレベルからのボトム

アップな流れと共に進められていきます。新しい科学技

術によって人々は、これまでよりもよりクリエイティブに

自己を創造し、新たな個が創発する可能性があります

（Xn,βn）。そのような個と個がつながり、相互作用する

ことによって、新たなコミュニティ（Yn,βn）、新たな社会

（Zn,βn）が創発する可能性があるのです。スマート化さ

れた個々人のつながりや相互作用は、所属する社会

集団やコミュニティに新たな意味を与え、サイバー空間

と現実世界を融合させながらスマートコミュニティ、スマ

ートシティが再構築されていくのです。このようなマクロ

レベルとミクロレベルとのフィードバック・ループによっ

て、日本社会にパラダイムシフト（Society5.0）が起きる

ことが考えられます。 

 

3.3.  AI 時代におけるコミュニケーション 
 
ここでは、 個人のレベル(Xn)に注目して、AIによって

どのような新たな相互作用が生まれ、強化されていく

のか考察していきたいと思います。 

 

個人の相互作用には、個人内コミュニケーションと

個人間コミュニケーションの 2 つのタイプがあります。こ

の２つのタイプの相互作用は、1963 年に梅棹忠夫氏

によって世界に先駆けて提示された情報産業論から

端を発した情報行動論においても言及されてきました。

情報行動論では、人々の情報コミュニケーション行動

を捉えるために、「もの」との相互作用(個人内相互作

用：例えば日記をつける、ウェブを見る、写真を撮る、

テレビゲームをするなど個人の情報処理過程)と、人と

人の相互作用(個人間相互作用：対面的コミュニケー

ションとメディアを介したコミュニケーションの両方)につ

いて、1970 年代から数多くの調査研究が行われてきま

した。 

 

他者との相互作用を表す後者の個人間相互作用に

は、直接的な相互作用とメディアを介した相互作用が

あります。前者は①対面的コミュニケーション、後者は

さらに②スマートフォンやソーシャルメディアなど双方

向的なメディア・コミュニケーションと、③テレビなど一

方向的で擬似的な相互作用の２つに分類されます。擬

似的な相互作用としては、例えば、テレビの登場人物

との擬似社会的相互作用が考察されてきました。擬似

社会的相互作用とは、テレビのタレントやスポーツ選

手に対して、空想化したり、自分と同一化したり、強く

情緒的に関与したりすることです。また、イギリスの社

会学者ジョン・トンプソン(John Thompson, 1995)は、「メ

ディアを通じた擬似相互作用(mediated 

quasi-interaction)」というテレビのプロデューサーとメ

ディアの受容者との間の「一方向的」(それゆえ擬似的

な)相互作用について考察しています。 

 

AI 時代においては、モノとの「個人内相互作用」、他

者との「個人間相互作用」に加えて、自律的 AI との「個

人—AI 間相互作用」についても考察する必要があるで

しょう。 

 

AI 時代における個人内相互作用では、従来のモノ

に加えてインターネットにつながったモノ（IoT）や、道具

としてのトップダウン型 AI とのエンゲージメントが考え

られます。また、他者との個人間相互作用では、スマ

ートフォンに加えて、AI やロボットを媒介する相互作用

が増えていくでしょう。例えば、ロボットを遠隔操作する

ことによって、利用者があたかもロボットと対話してい

るように感じるコミュニケーションは、介護や教育現場

などで今後ますます導入されていくことでしょう。もう一

つの重要な例として自動音声翻訳による異文化間相

互作用の増加があげられます。本シンポジウムでも井

ノ上直巳氏が、タクシーの自動音声翻訳に対する鳥取

での実証実験を例に挙げ、訪日外国人観光客の満足

度について述べています（セッション１）。筆者が行った

多言語翻訳に関するヒアリング調査からも、AI 導入後

飛躍的に精度が向上した多言語翻訳を用いて、2020

年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、

交通や医療、防災などあらゆる場面で異文化間相互

作用が急増することが考えられます。 

 

さらに、AI 時代には、個人と自律的な AI や対話型ア

ンドロイドとの個人−AI 間相互作用も増えていくことで

しょう。このような自律的 AI との相互作用は、単なるモ

ノとの相互作用（個人内相互作用）として理解すべきで

はないでしょう。なぜならば、自律的な対話型アンドロ

イド（セッション４石黒浩氏）やボトムアップ型 AI（セッシ

ョン 5 栗原聡氏）は、人間との相互作用によって機械学

習し、自己組織化していくからです。 

しかしながらその一方で、人と人との相互作用（個人

間相互作用）と同様に理解するべきではないと思いま

す。なぜならば Yuval Noah Harari(2017)が述べている

ように、AI やロボットの世界では、知能と意識は分離さ

れ、知能のみが再構築されると考えられるからです。
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そのため、個人がロボットに感情や意識があると感じ

たとしても、それは人間が自らの経験に基づいて意識

を補完していると考えられます。すなわち知能と意識を

切り離すことが出来ない人間が、ロボットの「感情的な

知能」と相互作用することによって、ロボットに欠如して

いる「感情的な意識」を補完していると考えられるので

はないでしょうか。 

さらに、欧米の人に比べて、日本人がロボットを受け

入れやすいという理由も、単にロボットに対するメディ

ア・イメージの差異（欧米はターミネーター、日本は鉄

腕アトムなど）や宗教観の差異だけではなく、文化的コ

ンテストやコミュニケーションモデルの差異から説明す

ることができるでしょう。この点に関しては別の機会に

詳しく述べたいと思います。 

このような理由から自律的な AI や対話型アンドロイ

ドとの相互作用は、個人—AI 間相互作用として新たな

カテゴリーを用いて考察していく必要があると思います。

個人と AI との間の稠密な相互作用は、AI とのコミュニ

ケーションを 適化し、情緒的関与を強めることが考え

られます。しかしながら知能と意識の分断により、AI と

のエンゲージメントが高くなればなるほど、本シンポジ

ウムでも指摘された様々なリスクに直面する可能性も

あります。そのため、このタイプのコミュニケーションは、

今後 AI 化された社会において も重要なテーマの一

つとなりうるでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４.AI 時代における個人の相互作用  

図の中心の黒は自律的な対話型アンドロイドやボトムアップ型 AI を表し、周りの白は人間を表している。人間と自律

的な対話型アンドロイドとのコミュニケーションは、個人間相互作用のカテゴリーと同様に、2-1 個人とアンドロイドとの

対面的コミュニケーション；2-2 スマートフォンやソーシャルメディアを通したメディア・コミュニケーション；2-3 擬似的な

コミュニケーション（アンドロイドアイドルとテレビや動画共有サイトにおける擬似社会的相互作用）が考えられる。AI 時

代においては、IOT やトップダウン型 AI などとの個人内相互作用と、個人と個人との個人間相互作用、個人と自律的

AI との個人—AI 間相互作用を通して、人間は再帰的に自己を創造していくのである。(図像デザイン:河口洋一郎氏) 
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 個人—AI 間相互作用は、自律的な対話型アンドロイド

を例にとってみると、次のような直接的な相互作用（①）

とメディアを介した相互作用（②と③）に分類することが

できるでしょう（図４）。 

 

①	 個人とアンドロイドとの対面的コミュニケーシ

ョン 

②	 個人とアンドロイドとのスマートフォンやソー

シャルメディアを介したメディア・コミュニケーション 

③	 個人とアンドロイドとの擬似的なコミュニケー

ション（ロボットを通じた製作者と利用者の疑似相

互作用、テレビや動画共有サイトにおけるアンドロ

イドアイドルとの擬似社会的相互作用など） 

 

超スマート社会では、人びとは、IoT やトップダウン型

AI などとの個人内相互作用と、人と人との個人間相互

作用、人と自律的 AI との個人—AI 間相互作用を通して、

自己を再帰的に形成/再形成していくことが考えられま

す。この時、急増する外国人との異文化間相互作用に

よって、グローバル世界から多様な価値観やイメージを

流用し、新たな個が創発する可能性もあります。そして

このようなミクロレベルでの変容は、マクロレベルでの

社会変容であるパラダイムシフトを引き起こすことが考

えられるのです。 

 

4.AI 時代の新たなチャンスとリスク 
 

先に述べたように AI 時代において個人は AI によって

創発した新たなチャンスとリスクとのバランスから、自己

を再帰的に創造していきます。それでは AI 時代におい

てどのような新たなチャンス、そしてリスクが創出するの

でしょうか？ここではシンポジウムから顕著になった AI

時代におけるチャンスとリスクについて述べたいと思い

ます。 

 

4.1.  AI 時代における新たなチャンス 
 

まず、AI による新たなチャンスとしては、予測可能性、

コストカット、効率性、持続可能性（サステナビリティ）、

自己創造の５つに分類できます。 

 

第１に、予測可能性については、災害や犯罪、事故に

関する面があげられます。例えば、ビックデータ分析に

より土砂崩れや噴火など「自然災害の予測や復旧」（前

田氏）ができるようになります。また、短時間で「全体の

被害状況の把握」ができるため、政府関係者も被災者も

「緊急時の対応」が可能となります。特に NICT が開発し

ている DISSANA は情報の信憑性の評価の機能を兼ね

備えていることから、災害時のデマや流言に気づくことも

可能となるでしょう（鳥澤氏）。 

 

さらに、AI 搭載の監視カメラによって「犯罪防止」

（Beatriz 氏、松尾氏）や、車やバスに運転手の疲労度が

測定できる AI を搭載することによって「事故防止」（栗山

氏）ができます。工場のラインに異常検知システムを搭

載することによる「不良品の製造防止」（栗山氏）や、工

業製品ばかりでなく「食品製造プロセスにおける異物混

入や不良品の発見」（太田氏）も可能になります。 

 

また、医療や健康に関する面もあげられました。例え

ば、感染症の予測による「パンデミック対策」や新薬の開

発において実際の被験者を使わずにバーチャルでの治

験が可能になることから「人体の保護」（Clague 氏）、カ

ルテの管理に機械学習を用いることによる将来の「病気

の予測」（Chou & Peng 氏）、KDDI が開発している健康リ

スク検知アプリによる「病気の予防」（井ノ上氏）などが

提示されました。 

 

公共政策における機械学習の利活用は、犯罪が起こ

りやすい地域の特定や、納税申告の不正や犯罪の予測

など「公共分野における迅速で正確な予測」(Veale 氏)を

可能にします。しかしながら、社会的な課題を解決する

ための合意形成には、目的と手段が明確でなければな

らず、AI は単なる手段であり、目的設定はあくまでも人

間が行わなければならない(Veale 氏)という点も指摘さ

れました。 

 

第２に、コストカットについては、タスクと費用面があ

げられます。タスク面では、医者にかかる必要のない患

者を AI が判断できるため「医師の負担の軽減」（Clague

氏）があげられます。「労働の代替」（Poster 氏）によって、

介護や医療に携わる人の「負担の軽減」（井ノ上氏、藤

田氏）や、産業ロボットによってリプログラミングに関する

「エンジニアの負担軽減」（Clague 氏）、農業に AI を活用

することによって「農業生産の制御」（前田氏）および「農

家の負担軽減」（栗山氏）など、多様な分野で仕事のタ

スクが軽減されます。 

 

費用面では、医療現場における「コストの削減」（Chou 

& Peng 氏）、エネルギー産業やヘルスサービスにおける

コストカット、地下鉄の運行スケジュール管理による「人

件費削減」（香港の MTR は１年で 80 万ドルの人件費削

減）（Clague 氏）が指摘されました。 

 

第３に、効率性としては、例えば、新薬開発のための

時間やコストの大幅な削減による「新薬開発の効率化」、



"AI for Social Good" @Waseda university 2017 9 

天候などで左右される再生可能エネルギーをスマートグ

リッドで予測・マネジメントすることによる「再生可能エネ

ルギーの活用」（Clague 氏）、タクシー配車の効率化や

国際空港の混雑緩和などの「交通の効率化」（栗山氏、

前田氏）や「運輸の効率化」（Clague 氏）などがあげられ

ます。さらにディープラーニングによる医療、防犯、自動

運転、農業、建設、介護、看護、掃除、調理など様々な

分野における「認識の仕事の自動化」（松尾氏）による効

率化もあげられました。また、ディコーディングによって

頭の中で想像したものを提示することによって検索がで

きる「想像による検索」やニューロサイエンスと AI の組み

合わせによって脳の活動を元にテキストが作成できる

「イメージのテキスト化」(西本氏)など、次世代の検索や

テキスト作成における効率化についても提示されました。

さらに、マーケティングの分野でも、AI やソーシャルメデ

ィア分析アプリにより、「マーケティングの効率性」（井上

氏、西本氏）の向上が指摘されました。そして世界規模

での「データの記録、複製、集積・分配」は、全世界を可

視化し、地球規模での制御や 適化を可能にしていき

ます（前田氏）。 

 

第４に、持続可能性（サステナビリティ）があげられま

す。AI に関わる「新たな雇用形態の創出」(Shah 氏)や、

スマート化による「スポーツ観戦人口の増大」（栗山氏）

など、経済効果が考えられます。また、自動音声翻訳ア

プリによる「訪日観光客の満足度の高まり」（井ノ上氏）

やビックデータ分析による「観光業の活性化」（栗山氏）

など、インバウンド効果も考えられます。上記のような経

済効果、インバウンド効果は「日本経済を底上げ」（栗山

氏）し、農業や建設、介護の自動化による「高齢化社会

への対策」（松尾氏）は、超高齢化社会を迎える日本社

会の持続可能性につながるでしょう。また、日本ばかり

でなく、「世界経済の底上げや活性化」（Clague 氏）につ

いても指摘されました。 

 

このような経済的側面ばかりでなく、政策や政治的側

面においても AI による新たなチャンスが言及されました。

例えば、AI ネットワークシステムの利用者として社会に

参加することによる人間中心の「智連社会（Wisdom 

Network Society）の構築」（福田氏）の可能性について

示唆されました。また小さな子供が世界の解読された情

報を見てタブレットなどで操作可能になる（前田氏）こと

から、大人ばかりでなく、若者や子供も政治に参加する

機会が増えるかもしれません。このようにデモクラシー

の確立のために AI を利活用することもできるでしょう。 

 

経済や政治、社会ばかりでなく、AI に人間の技術を習

得させることによって、 AI ロボットによる「新薬開発のた

めの『神の手』の再現やイノベーティブな薬の創造」（大

田 氏 ） 、 伝 統 の 「 再 現 ・ 伝 承 ・ 修 復 作 業 の 可 能 性 」

（Guardamuz 氏）など、医療や文化面での持続可能性も

あげられました。また、AI によって人生の選択肢が多様

になることから「無機物の存在としての人間」（石黒氏）

の半永久的な持続可能性についても述べられました。 

 

第５に、社会や文化、経済のようなマクロレベルばか

りでなく、個人と AI のエンゲージメントによるミクロレベル

でのチャンスについても示唆されました。AI と会話を楽し

む事ができる「AI コミュニケーション」（Shah 氏）や、ロボ

ットとの関わりを通じて、楽しさや安らぎを感じる「娯楽や

癒し」（藤田氏）効果について述べられました。さらにロ

ボットとのエンゲージメントが高まることによって、家族

やペットに近い「情緒的な絆が構築」（藤田氏）されること

も示唆されました。そしてこの情緒的な絆の強化によっ

て、現実では不可能な恋愛を楽しむ「擬似恋愛体験」

（Shah 氏）や生殖医療の進歩によってパートナーがいな

くても子孫を残すことができるため「ロボットとの結婚」

（前田氏）など、恋愛や結婚に関する新たな形態の可能

性についても指摘されました。今後 AI やロボットと共生

する社会をより良いものにするために、「人間に対して

理解を深めていく」（石黒氏）と共に、社会の多様性を尊

重することが求められていくことでしょう。 

 

4.2.  AI 時代における新たなリスク 
 

一方、新しいテクノロジーは、新たなチャンスとともに

新たなリスクも生みます。チャンスとリスクは多くの場合、

表裏一体で、チャンスの裏にリスクが潜んでいることが

あります。本国際シンポジウムのテーマが AI の社会貢

献の可能性を論じる「ソーシャルグッドのための人工知

能」であったにも関わらず、AI を利用することによって生

じる多くのリスクも同時に指摘されました。シンポジウム

で指摘された主なリスクは、差別、予測不可能性、倫

理・責任、AI デバイド、アイデンティティ・クライシスの５つ

に分類することができます。 

 

第１に差別に関しては、「機械学習による新たな差別

の創出」(Veale氏)があげられました。Michael Veale氏は、

機械学習によって生まれる偏見と差別について、嗜好

性、時間性、空間性、希少性の４つをあげています。嗜

好性とは、髪の色や音楽の趣味などの個人の意思で選

択するもの、時間性とは、過去の出来事など現在の自

分とは関係のない出来事によって判断されること、空間

性とは、住んでいる場所や所属しているコミュニティによ

って受ける差別、希少性とは、他の人にない特徴を保持

している場合やデータがないため予測不可能に受ける
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差別のことです。このように AI によって新たに創出され

る差別について考慮する必要があると述べています。ま

た、ネットワーク AI が個人の間違ったプロフィールを作

成し不条理な差別を受ける可能性も指摘されました（平

野氏）。さらに、会社がバーチャルアシスタントやフロント

の受付係などに女性ロボットを多く使うことによって、性

的虐待を行ったり、女性に対する従属的で受動的なイメ

ージを強化させたりするなど、「新たな性差別」(Winifred

氏)を生む可能性が指摘されました。そして、AI による

「差別発言」(Poster 氏) など、新たな差別の創出と拡大

があげられました。 

 

第２に、AI の技術が招く予測不可能性があります。今

回のシンポジウムでは技術的精度の欠如が招くリスクと、

ネットワーク化やシンギュラリティによる制御不能のリス

クの２つの点が指摘されました。 

 

技術的未熟さが招くリスクとして、例えば、自動音声

翻訳による誤訳がトラブルを招く恐れがあります。また、

AI による誤診が患者の命に関わる点やソーシャルメディ

ア上で身分を偽っている人も多いため AI が下した判断

に関する疑問もあります。さらに、ロボットが誤作動を起

こすことによる「事故の可能性」（藤田氏）や、医療分野

における「個人データやプライバシー流出の恐れ」

（Clague 氏）についても指摘されました。 

 

制御不能に関しては、AI の透明性に関する問題が指

摘されました。例えば複雑でブラックボックス化される AI

ネットワークを活用した自動運転による事故や、開発者

の予測を超える AI の予測不可能な決定から起こる事故、

さらに事故を起こすに至った AI の意思決定プロセスをた

どることができないなど「AI の意思決定の問題」(平野氏)

や、また自律的 AI の意思による「人知を超える問題が

起こりうる」（栗原氏、Gal 氏）リスクが指摘されました。 

 

シンポジウムの 後のワークショップでは、藤田雅博

氏、鳥澤健太郎氏、栗原聡氏、野本真一氏と共に「スー

パーインテリジェンス AI」について議論いたしました。結

論として、シンギュラリティを超えた AI を人間が監視する

ことはもはや不可能であり、AI が AI を監視する社会が

到来することによるリスクを提示いたしました。すなわち

自律的な AI がネットワーク化されて、相互作用すること

によって、AI が自己組織化し、相転移を招き、上位レベ

ルの新たな AI が創発することが考えられます。この時、

この AI を監視するような、別の位相の上位レベルの AI

が登場する必要があるのです。このような様々なスーパ

ーインテリジェンス AI と共存する社会においては、AI 自

身がそれぞれどのように振る舞えば平和を維持できる

かという「スーパーデモクラシー」の必要性が指摘されま

した。ただし、ここで問題なのは、AI にとって平和とは何

かを AI 自身が考えた時に、私たち人間がどこにいるの

かということを明確にしなければならないということです。

つまり、あくまでも人間中心の AI、そして人間中心の社

会でなければならないという問題と、AI 同士が平和をど

のように築くことができるのかという問題について、シン

ギュラリティを迎える前に私たち人間が考える必要があ

るのです。 

 

第３に、開発者や利用者の倫理や責任に関しては、

ロボット兵士やドローンなど AI の「軍事利用」(松尾氏)や、

個人—AI 間に「ローマ時代の奴隷制度に似た制度」が生

まれるリスク（Guardamuz 氏）があげられました。そして

多くの登壇者が「責任の所在不明」(松尾氏、Mittelstadt

氏、Guardamuz 氏)について言及しました。例えば医療

現場でのプライバシーの保護や医者の道義的責任

（Mittelstadt 氏）、自動運転の事故や AI を活用した犯罪

の責任の所在（松尾氏）ついても指摘されました。AI に

よる創造物の「著作権の問題」(Guardamuz 氏、松尾氏)

では、例えば、AI が知財を生んだ場合、著作権や特許

などの権利を AIに対して認めるかどうかなどの問題もあ

ります。また、ガバナンスにおける「AI マルチステークホ

ルダー間の相対立する利益」(Budish 氏)に関しても指摘

されました。 

 

第４に、AI デバイドに関しては、「先進国と途上国の格

差問題」（Beatriz 氏）があります。例えば、グーグルマッ

プなど地図に反映されていない場所が多く存在する途

上国で自動運転技術は機能するのか、南半球の電気

のないブラジルの家で掃除ロボットルンバや Google 

Home は機能しない点、インターネットのない学校におい

て AI を利用した教育はできない点、プライバシー保護が

なされていない途上国で医療に関する AI アプリケーショ

ンを用いた病気の診断や手術などのリスクの可能性に

ついて指摘されました（Beatriz 氏）。 

 

一方、先進国内においても、効率性の追求による格

差の拡大が考えられます。必要なものや欲しいものが

正確な量やタイミングですべて提供される世界の実現の

ために払わなければならない「犠牲やコストの増加」（例

えば宅配業者の負担過多）、AI が人間の仕事を代替し

た結果、「失業者の増加」(Gal 氏)による格差の拡大など、

AI デバイドに関して今後議論を行う必要があるでしょう。 
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図 5. AI 時代における新たなチャンスとリスク  

（国際シンポジウム『ソーシャル・グッドのための人工知能』高橋, 2017 より） 
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第５に、AI やロボットが私たちの日常生活に入り込む

ことによって、私たち人間がアイデンティティ・クライシス 

を引き起こす可能性も考えられます。多くの登壇者が

「労働者としての人間の不必要性」について言及しまし

た。労働が自動化することによって AI に労働が代替され

「人間の職業が奪われる」(Poster氏、前田氏、Budish氏、

Shah 氏、Guardamuz 氏)リスクです。例えば、自動運転

の導入により、トラックやタクシーの運転手が失業したり

(Budish 氏)、AI によってスポーツが行われると人間のレ

フェリーや選手がいらなくなったり（栗山氏）、AI のクリエ

イティブ産業への進出によってクリエイターが失業したり

（Guardamuz 氏）など多くの人が仕事を失うリスクがあり

ます。AI の新雇用によって AI やロボットの背後で働いて

いる「人間の労働力が不明瞭」になり「アバター化してし

まう人間」 (Poster 氏)などの例もあげられました。労働

を絶滅させる恐れから AI は「絶滅ツール」(Shah 氏)と呼

ばれることもあり、絶滅から「存続のための AI」として AI

を利活用しなければならない点も指摘されました。 

 

また、情緒的な面に関するリスクとしては、ソニーの

AIBO が発売中止になった時にみられた AIBO ロス・シン

ドロームや AIBO の葬式などを例に挙げ、「ロボットとの

絆の崩壊」による精神的な負担やストレス（藤田氏）が

指摘されました。さらに、インビジブル・ボーイフレンドや

AI の恋人など人間との境目が曖昧になり「AI を本物の

人間と思ってしまう」（Shah氏）、「AIと人間の融合がすで

に始まっている」 (前田氏)の例など、AI との同一化によ

り人間が自己アイデンティティを喪失することも考えられ

ます。 

 

5.Society5.0 に向けて 
 

 現在政府が掲げているスマートジャパン政策の社会的

な背景として、第１に 2020 年東京オリンピックの開催、

第２に人口減少国家としての日本、第３に中国やインド

などのような強大な新興国の台頭による日本のプレゼ

ンスの低下への危機感があげられます。さらにイギリス

の EU 離脱やアメリカのトランプ大統領の就任、国際的

なテロ組織や難民問題など、世界的にナショナリズムが

高揚しています。 

 

筆者の研究室で2016年12月に関東地方在住の大学

生 301 名に対して行った調査では、6 割以上の若者たち

が「2020 年オリンピックを機に、日本は変わる。」(62.4%)

と答えています（図 6）。グローバル世界や未来に対する

不安感が高まっている現在の社会的文脈において、若

者たちは東京オリンピックに対する期待感を高めていま

す。2020 年東京オリンピックはまさに今日私たちが直面

しているこのような歴史的背景において、日本社会にパ

ラダイムシフトを起こすターニングポイントとなりうるでし

ょう。 

 

後に今回の国際シンポジウムで得られた AI 時代に

おけるチャンスとリスクについてまとめておきたいと思い

ます。AI 時代におけるチャンスとしては、「予測可能性」

によって社会のセキュリティが強化されます。そして、「コ

ストカット」により「効率性」が追求され、多大な経済効果

を得ることができます。そのためグローバル化、超高齢

化という大きな変動の中でも社会は「持続可能」となるで

しょう。 

 

一方、リスクとしては、AI により「新たな差別が創出、

拡大」し、世界規模で「AI デバイド」が現れる可能性があ

ります。事故や問題の「責任の所在が不明」になり、ネッ

トワーク化された AI やスーパーインテリジェンス AI の意

思決定により「制御不能で予測不可能」な社会が創発す

る可能性があります。労働の代替や AI との共生により、

自己の存在意義が曖昧になり、「アイデンティティ・クライ

シス」を招く危険性があります。 

 

このように AI 時代において自己も社会もカオスに陥る

かもしれません。 

 

現在私たちが直面しているカオスの縁からカオスに陥

らずに秩序を創発させるために、今私たちに求められて

いることは何でしょうか？ 

 

今回の国際シンポジウムから見えてきたことは、AI は

人間によって与えられた目的を果たすための手段を

適化していく道具だということです。すなわち目的設定は

私たち人間がしなければならないのです。だからこそ私

たち人間が「良い社会を作る」という目標を立てる必要

があるのです。その上で人間にとって幸せな社会を作る

ために AI に何が出来るかを考えなければなりません。

AI をただ受け入れるのではなく（応化）、また不安にから

れ「抵抗」するのでもなく、AI を「流用」しながら、私たち

一人一人が自己実現を図っていく必要があるでしょう。 

 

Yuval Noah Harari (2017)は、21 世紀の社会で生き残

るためには、常に学び、変化し、自己改革が必要になる

と述べています。 

 

これまで見てきたように、AI により、私たちは言葉の

壁を超えて、多様な情報や文化、人との相互作用が可

能となり、グローバル世界の中で自己実現を図ることが

できます。拡大されたコミュニケーション空間における多
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様な選択肢の中で、これまでよりもよりクリエイティブに

「自己創造」（高橋、2016）することが可能となるのです。 

 

Celina Beatriz氏は、今日のAIの急速な進歩において、

まず「AI は一体何なのか」を説明し、「AI を利用すること

の利点や恩恵を示し、信用を勝ち取る必要がある」と述

べています。 

 

AI が「絶滅ツール」(Shah 氏)となり、自己そして社会が

カオスに陥らないためには、人文社会科学、自然科学、

政治家、企業など全てのステークホルダーが国境や業

種を超えて、AI 時代のチャンスとリスクについて理解し、

積極的にリスクコミュニケーションを行うことが大切だと

思います。このようなコミュニケーションによってのみ、カ

オスの縁に立たされているグローバル世界の中で「デジ

タル・トラスト」（栗山氏）を築くことが可能になると考えら

れます。 

 

科学技術イノベーションによって与えられる新たなチ

ャンスを 大限に享受し、リスクを 小限にするために

は、私たち一人一人が「スマートウィズダム」について考

え、語り合い、そして自ら学ぶ必要があるのです。 
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