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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、歴史上最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。

そして最後に 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） 



"AI for Social Good" @Waseda university 2017 4 

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最大限に享受し、

リスクを最小限にしながら、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

ケーションを最適化し、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最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」、
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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最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。 

 

シンポジウムの最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。 

 

最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最

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

ャンスを最大限に享受し、リスクを最小限にするために

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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１.はじめに 

 
キーノートということでお話させていただきます松尾豊と

申します。今ご紹介いただきました通り、人工知能の研究

をずっと行っております。日本に人工知能学会というのがご

ざいますが、その編集委員長を二年ほどやらせていただい

ており、現在は倫理委員長を勤めています。  

 

今日はディープラーニングについて少しお話ししていき

たいと思います。グーグルのアルファ碁が韓国のイ・セドル

九段を破ったという昨年 3月の出来事はまだ記憶に新しい

かと思います。昨年末からはネット上に謎の棋士「マスター」

というのが現れ、日中韓のプロ棋士を相手に 60連勝したと

いうことがありました。結果的にそれはアルファ碁の改良版

だったということが発表されましたが、このことは人間のプ

ロ棋士は誰も勝てない領域に人工知能が達してしまったと

いうことを示しています。これは人工知能の関係者にとって

も非常に驚くべきことでした。というのも、通常囲碁は、将棋

に比べ、人工知能が人間を追い抜かすのが 10年遅いとい

う風に言われていたからです。将棋はここ 2、３年でようやく

人工知能がトッププロに勝てるようになってきましたので、

囲碁でトッププロに勝つのは 2025年くらいだろうというのが

専門家の見方だったわけですが、それを 10年も前倒しでト

ッププロに勝ってしまいました。これの一番の要因が、ディ

ープラーニングという技術だったわけです。 

 

2.3回の AIブーム 
 

ご存知の通り、今 AIは大変ブームを迎えておりますが、

歴史的に見ると、実は 3回目のブームなのです。人工知能

は1956年に始まったとされておりますので、今年で61年目 

 

 

 

になります。この 60年の間に、ブームになっては冬の時代

が来て、ということを繰り返して、今回が 3 回目のブームだ

ということです。この分野は非常に過熱しやすい分野です。

いつの時代もブームがくると、AI はこんなことができるので

はないかというような期待感が膨らみ、その期待に対して

技術が追いついていないことが徐々に明らかになり失望に

変わる、そして冬の時代が来る、ということを繰り返してい

ます。今回のブームも AIに期待しすぎているのではないか

と考えておりますので、今の技術でできることとできないこ

とをきちんと見定める、というのが必要ではないかと思いま

す。AIは60年以上研究されてきておりますので、AIが何が

できるのか、何ができないのかはわかっています。つまり

昔から研究されている技術が少しずつよくなってきて今に

至るということですので、ブームになったからといって何か

すごい事が急にできるようになるということは不可能だと考

えるべきです。 
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ところが、ディープラーニングだけは少し別格だと思って

おります。本当に技術的なブレイクスルー、破壊的なイノベ

ーションが起きていると思っております。何十年もできなかっ

たことが次々とできるようになっているからです。では、ディ

ープラーニングで一体どのようなことができるかということを

大雑把に述べますと、3点あります。1つは認識、2つ目に動

作の習熟、3つ目に言葉の意味理解、この3つがディープラ

ーニングによってできるようになりました。これを順番にご説

明していきたいと思います。 

 

3.認識 

まず 1点目の認識ということですけれども、ここに左から

猫、犬、オオカミの 3枚の写真があります。当然、人間はぱ

っと見て区別がつきますね。けれども、コンピューターがこ

れを見て判断しようとすると少し難しいのです。この 3 枚の

写真を見比べて、目が丸ければ猫、目が細長い 2つのうち、

耳が垂れていれば犬で、尖っていればオオカミと判断する、

このようにすると一瞬上手くいくように思うわけですが、とこ

ろが世の中には色んな犬がいます。例えば、このような犬

もいます。つまり、目が細長くて、耳が尖っているにも関わ

らず、オオカミではなく犬です。例外がたくさんあるわけです。

この右下の犬は犬っぽい顔をしていて、右上のオオカミは

オオカミっぽい顔をしています。人間が見ると犬っぽい、オ

オカミっぽいという風に思う訳ですが、この犬っぽさ、オオカ

ミっぽさを定義して下さい、と言われると難しいですね。これ

を特徴量といいます。この特徴量というもの自体を人間が

定義している限り、画像認識の精度は上がりませんでした。

すなわち、特徴量自体をコンピューターが学習できる必要

があった、ということです。この話は、機械学習における特

徴量が難しいという例です。それ以外にも人工知能の60年

の研究の中で難しいとされている問題がありました。例え

ばフレーム問題やシンボルグラウンディング問題です。こ

れらは人工知能研究の中でも難しいとされてきました。この

ように申し上げると問題はたくさんあるように思われるでし

ょうが、実はこうした問題の根本の問題は1つだけだったの

です。 

 

その共通する根本的な問題は何かというと、モデルを作

る際に人間の頭だけで行っていた、ということなのです。今

までの人工知能は全て、人間が現実世界を観察し、その

中で重要なものを抜き出してモデルを作っていました。その

後の処理はいくらでも自動化することができたのですれけ

ども、現実世界を観察し、モデルを作る行為そのものは、

一向に自動化されていませんでした。モデル作成を人間の

頭で行うことしかなかった、ということが全てのボトルネック

になっていたのです。ここで、一部ですがやりはじめている

のがディープラーニングです。先にも申し上げましたように

ディープラーニングは人工知能における 50年来のブレイク

スルーだと思っております。ディープラーニングのやり方に

ついては様々な方法があるので詳細に立ち入りませんけ

れども、非常に有名な研究がグーグルの猫です。インター

ネットから持ってきた画像を、ニューラルネットワークという

人工知能に見せ学習させる。そうすると入力に近い側のレ

イヤーで、線とか点のような非常に簡単な特徴量が学習さ

れ、この図のより右の方のレイヤーで、複雑な高次の特徴

量である、人の顔っぽいもの、猫の顔っぽいものが自動で

学習されます。つまり猫の猫らしさを、画像を見せるだけで
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学習します。こういうことがグーグルの研究によって明らか

になりました。それ以来、画像認識の精度は凄まじい勢い

で進んでいます。  

 

画像認識というのは通常、共通のデータセットを持って

おりまして、数万枚の画像をカテゴライズしてその精度を

競います。このエラー率は低い方が良いとされます。2012

年にディープラーニングの手法が現れ、画像認識は非常

に大きく飛躍しました。2012年以降エラー率は急激に下が

り、人間のベースラインが5.1％とされておりますけれども、

2015年の 2月には、マイクロソフトが 4.9％を出し、2015年

の3月にはグーグルが4.8％という結果を出しました。今の

最新の手法だと 3.06％まで下がっています。2015 年の 2

月に、コンピューターの画像認識が人間の精度を超えたと

いうことが現実に起こってしまったというわけですから、私

はこれは人類史上の中でも歴史的なことだと思っておりま

す。このことを 1 つとっても、人間の産業社会に非常に大

きな影響を与えるのではないかと考えています。なぜなら、

人の仕事の中で認識をしている仕事というのは非常にたく

さんあるからです。これまで認識作業は自動化することが

非常に難しかったわけですが、今後は技術的には機械が

できる可能性が出てきたということです。 

 

4.動作の習熟  

 

次に起こっているのが、ディープラーニングと強化学習を

組み合わせです。言い換えれば、機械が動作を練習して

上達できるようになっているということです。例えば、人はゴ

ルフボールを何度も打っていると上手くなります。たまたま

上手に打てたときに、上手に打てたと思い、そのやり方を

繰り返すことによって上手になっていきます。これが強化学

習です。専門的に言うと、報酬が与えられると前におこなっ

たことを強化する、という仕組みによって上達する構造です。

ところが、ゴルフボールをいつも同じ打ち方をしたら良いわ

けではなく、ゴルフボールの状態によって違う打ち方をしな

くてはいけません。つまり、こういう状態ではこういう打ち方、

という風に状態と行動をセットにして良いか悪いかというの

を学習していく必要があります。強化学習自体は古くから

研究されておりますが、従来のやり方ではこの状態を記述

するのに人間が定義した特徴量を使っていました。しかし、

ディープラーニングと組み合わせれば、ディープラーニング

で獲得した特徴量を使ってこの状態というのを定義できると

いうことです。これは非常に小さい違いですが、これだけで

色々と面白い変化が起こるのです。  

 

いくつか動画をお見せします。これはアルファ碁を作った

ディープマインドが 2013 年に行っていた研究でして、ブロッ

ク崩しを学習するAIを作っていました。このAIは強化学習 

 

で練習するので、最初は下手なのですが、だんだん上達し

ていきます。スコアを報酬にしていますので、スコアが上が

った際にその前におこなった行動を強化するという仕組み

になっていきます。しばらくするとかなり上手くなります。た

だ実は、従来の AI でもこのくらいはできました。これがボー

ルだ、とか、これが自分が動かしているバーだ、というのを

人間が定義するとできました。しかしこの動画の AI がすご

いのは、AIには画像を入れているだけ、という点なのです。

画像を入れるとそこから認識して特徴量を取り出し、ボール

っぽいものがある、バーっぽいものがある、というのを理解

し、上達していくわけです。しばらくするとコツを掴みはじめ

ます。この動画ですと、左端に通路を作ろうとしています。

左端に通路を作ってそこにボールを放り込むと高い得点が

入るというコツを見つけているのです。画像から特徴量を取

り出していますから、左端と右端に通路ができている状態

が良い状態なのだということに気付ける訳です。これと全く

同じプログラムを使って違うゲームを上達させることもでき

ます。これも恐るべきことです。従来ですと強化学習を使う

と言っても、たとえばインベーダーゲームを学習させたい場

合、これがインベーダーだ、これがミサイルだ、というのを人

間が定義させなければならなかったにも関わらず、今は画

像を入力して、スコアを報酬にするということだけで、先ほど

のブロック崩しと全く同じプログラムで上達させることができ

るからです。 60 種類くらいあるアタリ社のゲームの半分以

上で、人間のハイスコアよりも AIのほうが上手になります。

残りの 30種類は人間の方が上手いのですが、それはパズ

ルや冒険のゲームといった記憶や思考を必要とするゲー

ムです。反射神経、運動神経だけが求められるものは、人

間よりコンピューターの方が上手い、ということが 2013年に

実現したわけです。  

 

これをロボットに適用するとロボットの動作が上達する、

ということが明らかだったわけですが、それを実際に行った

のが UCバークレーで、2015年の 5月に出た研究です。こ

ういうロボットがおもちゃの飛行機の部品を本体に組み付
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ける作業を強化学習でやっています。最初は下手ですが、

練習している内にだんだん上達していきます。上にカメラが

あり、入力は画像です。ご覧になって分かる通り、あまりロ

ボットっぽくない動きで適当に入れていますが、上手に入れ

ています。そういう意味では人間の子どもに近いです。他に

も、こういうレゴの部品をくっつける、ということもできるよう

になっています。従来は位置と角度両方が合わないといけ

ないので難しかったのですが、上手にできるようになってい

ます。さらに、日本のプリファードネットワークスというベンチ

ャー企業が、トヨタと一緒に「セス」という展示会で昨年展示

したものもお見せします。今お話しした通り、これもディープ

ラーニングと強化学習と組み合わせて、自動運転に適用し

たものです。この自動運転の白い車は、下手な状態から強

化学習で練習して上達した結果の車です。四方向の交差

点を上手に通っていきます。赤い車が出てきますがこれは

人間が運転している車で、わざと人間がめちゃくちゃな運転

をしています。自動運転車はこの赤い車を上手にかわして

いきます。白い車は下手な状態から上達していますので、

どうするとぶつかるか、どうするとかわせるか、ということが

分かっているからなのです。すなわち人間の運転手と同じ

で、下手な状態から練習して上達するので色々な状態に上

手に対応できるということです。同じような研究をグーグル

もやっております。昨年の3月にグーグルから出た研究で、

これはロボットアームがたくさんのものが入っている中から

目的のものを取り出すという練習しているところです。持っ

ては下ろし、持っては下ろし、と繰り返すことで練習するの

ですが、練習に時間がかかります。早く練習を済ますため

にはロボットをたくさん並べて経験を共有するしかありませ

んから、この例では 14台を並列に並べて 14倍速で学習し

ています。そうすると、様々なものを上手に持てるようにな

ります。これをご覧になっても、何がすごいのか疑問に思わ

れる方がいらっしゃるかもしれませんが、実は従来のロボッ

ト、機械はこのような簡単なことすらできませんでした。こう

いう風にたくさんものがある箱の中から目的のものを取り

出す、という作業にはまず画像認識の精度の壁がありまし

た。画像認識の精度が高くなかったため、目的のものを上

手に見つけることができませんでした。さらに、見つけたとし

ても物によって持つべき場所は違っていました、たとえば、

長い物を長い方向に持つと持てないので、長いものは短い

方向に持たないといけません。丸いもの、柔らかいもの、そ

れぞれ持つべき場所が違います。これまでのやり方だと人

間がこの物体はここを持てと明示的に定義するしかなく、こ

のようにたくさんあると不可能だったのです。ところがこのロ

ボットは画像認識をし、特徴量に応じて持ち方を学習してい

きますから、色々なものに対して上手に持つ事ができると

いう訳です。人間も赤ちゃんの時に練習しているため、当た

り前のようにどのようなものでも持てるということなのです。

つまり、赤ちゃんの時に持っては落とす、という練習してい

るため、色々なものを上手に持てるようになるということで

す。 

  

5.第 3次 AIブームによる変化 

 

人工知能、あるいはロボットの世界では、昔からモラベッ

クのパラドックスというのが知られております。子どものでき

ることほど難しいと言われてきました。一見すると難しそう

に思えること、たとえば大人の行動や、医療診断・数学の

定理の証明・チェスといった専門家でないとできなさそうに

思えることは人工知能にとって案外簡単で、1960 年代から

ある程度は可能でした。一方、3 歳児でもできるような画像

認識や積み木などは一向にできるようにならないということ

で、これが逆説的なのでパラドックスという風に言われてき

たわけです。しかしこの状況が今変わりつつあります。私は

第 3次 AIブームの技術的なエッセンスは、3歳児でもでき

るようなことが今ようやくコンピューターや機械にできるよう

になってきた、という点にしかないと思っております。このこ

とによって我々の産業、社会がどのように変わるのか、とい

うことを考えなければなりません。どういう風に技術が進ん

でくるかというと子どもの発達と似ています。まず認識がで

きるようになり、その次に動作の習熟ができるようになる、

つまり体の動かし方が上達します。そして概念を獲得し、言

葉の意味理解が可能になります。こういった順番で技術は

進展してくるでしょう。画像認識技術の進展によって、たとえ

ば医療画像の診断ができます。これは完全に画像認識の

問題ですから、お医者さんがレントゲンの写真を見てここに

影がありますねと、いうようなことは全部自動でできるよう

になります。他に、防犯カメラ、監視カメラで不審者がいな

いかどうか、ということも自動でできるようになります。次に

動作の習熟までいきますと、自動運転もそうですが、農業

や建設の自動化、あるいは介護、看護、掃除、調理、といっ

たことも自動で可能になるはずです。さらに、言葉の意味理

解までいきますと、翻訳やホワイトカラー支援全般ができる

ようになると思います。 
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6.「目」の誕生 

 

こういった変化は 2030 年くらいまでに起こるのではない

かと考えております。この図は 2年半前に書いたものです。

技術の進展はこの通りに進んでいるのですが、予想と大き

く違うのはスピードです。今、この図でいう 2025 年ぐらいの

所まで来てしまっている、ということです。技術の進展の速

度は非常に速いと思います。今までお話ししたことを一言で

表すと、私は目の誕生だと思っています。アンドリューパー

カーという学者が10年ほど前に書いた『目の誕生』という本

があり、カンブリア爆発について書かれています。なぜカン

ブリア爆発が出てくるかというと、地球ができて 46 億年くら

い経ちますが、5億 4200万年前から 5億 3000万年前とい

う非常に短い期間に、現存するほぼ全ての生物の種、「門」

というのですが、が全て出そろったのがこのカンブリア爆発

だからです。なぜカンブリア爆発が起こったかというのには

諸説あるのですが、アンドリューパーカーは「光スイッチ説」

を唱えています。高度な目を持った三葉虫が出てきたから

だという説です。それまでの生物は、高度な目を持っていな

かったので、例えばぶつかると食べる、ですとか、ぶつから

れると逃げる、という非常に緩慢な動きをするしかありませ

んでした。ところが、高度な目を持った三葉虫が現れ、三葉

虫は遠くからでも獲物が見えるわけです。そうすると補食の

確率があがり、このことは生存上とても有利であることを意

味します。そして三葉虫は大繁殖しました。逆に逃げる方も

早く逃げようとか、早く隠れようとか、あるいはそもそも見つ

からないように擬態しようといった様々な戦略が出てきまし

た。つまり、「目」によって生物の生存戦略が多様化し、それ

によって生物の種も多様化したのだというのが、このカンブ

リア爆発の「光スイッチ説」なです。私はこれと全く同じ事が

ロボットや機械の世界でも起こるのではと思っています。す

なわちロボットや機械のカンブリア爆発がこれから起こるの

ではないかと思っています。今までのロボットや機械は「目」

がありませんでしたが、これからは目で見て作業ができる

ようになるというわけです。目と言っても、カメラがあるでは

ないかと思われるかもしれないのですが、カメラ、イメージ

センサーは網膜です。人間も網膜と脳の後ろにある視覚野

とが連合して動く事によって見る事ができます。この視覚野

の処理がディープラーニングにあたります。ですからイメー

ジセンサーとディープラーニングを合わせて初めて目が見

えるというわけです。 

 

では目が見える機械、ロボットがどういうところで使える

か、というと典型的なものは農業や建設、食品加工です。こ

ういったものは自然物を扱っているので、一つ一つ状況が

違います。したがって、目のない機械では自動化は非常に

難しかったのです。例えば、トマト収穫ロボット、というのは

未だにありません。トマトは非常にマーケットも大きいですし、

収穫に工数もかかっているにも関わらずトマト収穫ロボット

が未だにないというのは、機械に目が見えて無かったから

なのです。このディープラーニングの技術により、目が見え

るようになるわけで、トマトを収穫するロボットというのは技

術的には可能になります。また、間引きの作業や選果も自

動化できます。建設現場も人がたくさんいますが目で見て

作業しています。それから食品加工、特に調理において、

典型的に人間が行うことしかありませんでしたが、目で見て

作業する必要があったからです。これらが全て可能になる

ということなのです。そう考えると、目のある機械でできるこ

とというのは、非常に多岐に及び、医療、介護、製造、組み

立て加工もそうです。日本という文脈に関連させて言いま

すと、日本はロボット、機械の技術が非常に高い一方で、
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世界で一番少子高齢化が進んでいる国です。また社会課

題も大変多いです。ところが社会課題足、高齢者の介護人

材不足に悩んでいますが、こういったものの多くは、この目

のある機械、ロボットで解決できる可能性が高いのです。

例えば農業の後継者不足、建設現場の人手不は全て目の

ある機械という新しい製品で解決できるでしょう。 

 
7.倫理指針 

 

同時に、我々がどういった社会を作っていきたいかとい

うことも考えなくてはなりません。自動運転の車の事故の

問題や責任問題、あるいは AI を利用した犯罪、また、軍

事利用の問題もあります。実は、人工知能学会の倫理委

員会では先日、倫理指針というものを出しましたので少し

だけご紹介します。この指針ではAIを人類のプラスになる

ものにしましょうという宣言を出しています。人工知能学会

の会員の責任は、これを自覚して社会と対話しながら研

究を進めていきましょうという指針です。全 9 条からなって

いるのですが、1条はヒューマニティー、人類の平和、安全、

2条はプライバシー、3条は公正性….こういったことが書か

れています。特徴的なのは 9条で、日本国憲法の 9条は

平和に関する条項なのですが、実はそれと重ねて作られ

ております。人間が人工知能を作ったとしてそれが社会の

構成員になるとしたら、その人工知能は上に掲げた倫理

指針を遵守できなければならない、といったことが書かれ

ています。このガイドラインは、仮に人工知能が人工知能

を作るような事態になったとしても、それは人類の平和の

ために使われる、ということを意図しています。もちろん多

少空想的なことも含まれていますが、この指針によって人

工知能に対する社会の議論が進んでいくことを期待して

います。 

 

8.おわりに 

  

最後になりますが、最も重要なのは我々がこういう人工

知能の技術を使ってどういった社会を作っていきたいのか、

たくさんの人が幸せに過ごしていける社会は一体どういうも

のなのかと、いうことをしっかり議論していく必要があるとい

うことだと思います。以上になります。ありがとうございまし

た。  

 

 

高橋 利枝(司会) 

松尾先生どうもありがとうございました。質疑応答の時間

にしたいと思います。  

質問者① 

こんにちは、アランウィンフィルです。英国から来ました。

素晴らしいキーノートありがとうございました。私が特に関

心があるのは 9条からなる倫理規範なのですが、それはも

う公表されているのでしょうか。  

松尾 豊 

はい、既に先週公表済みです。英語版を今作っている所

で、今後英語版も発表する予定です。  

高橋 利枝(司会) 

ありがとうございました。今は日本語版だけということで

すね。他に質問したい方はいらっしゃいますか？  

質問者② 

プレゼンテーションどうもありがとうございました。スイス

から参りました情報研究所のものです。AI の話がありまし

たが、匂い、香りはどうなのでしょうか。これらの違いは、味

見をする、匂いをかぐといったことが必要だと思うのですが、

その開発は行っているのですか？  

松尾 豊 

お答えさせていただきます。人間は五感がありますが、

やはり目と耳の情報は信号処理が大変なのでディープラ

ーニングによって大幅に精度が向上します。ところが、味覚
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や嗅覚は化学センサーなので、ディープラーニングによっ

ても変わらないと思っています。ただ、人間の場合は目か

ら8割の情報を得ていると思っておりますので、目の情報を

得られるようになったというのは非常に大きいのではない

でしょうか。  

 

質問者③ 

マイクロヴェイルです。イギリスのロンドン大学のもので

す。素晴らしいグラフを出してくださったのですが、将来の

AI について質問です。アルゴリズムで、ディープラーニング

に移行すればトレーニングのためのデータというものも増え

ると思うのですが、先ほどおっしゃっていたようなアプリケー

ションを使っていく為にはこのデータを収集する上で大きな

課題がある分野とは何でしょうか。  

松尾 豊 

量というのは非常に重要で昨年末にモントリオール大学

のベンジョー先生らが出した本に面白い事が書かれており

ます。例えばある程度の精度を出すには、1つのカテゴリー

あたり5000枚のデータが必要ですから、10クラスの分類問

題を解きたい場合 5万個のサンプルデータが必要だとされ

ています。さらに、人間に匹敵する、あるいは人間を超える

ような精度を出したい場合、トータルで 1000 万枚のデータ

を集める必要がある、という風に言われています。ですから、

例えば医療画像で肺がんを検出したいという時に、お医者

さんと同等の精度か、それを超えるような性能をディープラ

ーニングで出したいと思うと、1000 万枚の胸部のレントゲン

写真のデータが必要になるということだと思います。1000万

枚と言いますと、例えば１枚集めるのに100円かかるとする

と、10 億かかるわけですね。それくらいのコストはかかりま

す。例えばトマトの収穫ロボットで、良いトマトか悪いトマト

か判定するのにその画像とラベルを作るわけですが、こち

らはもう少し安くできるのではと思います。いずれにしても、

データの収集とアノテーションは非常に重要な課題だと思

います。  

高橋 利枝(司会) 

最後の一問にしたいと思います。  

質問者④ 

セキュリティー製品の開発を行っている青木と申します。

一つ教えて下さい。ディープラーニングとマシンラーニング、

この語彙の違いを教えて欲しいのですが、今ご説明された

ディープラーニングと、一般的なマシンラーニングという言

葉がどのように違うのか、あるいは同じなのか教えていた

だければと思います。  

 

松尾 豊 

はい。これも一般にあまり理解されていないことなのです

が、AIは大きなカテゴリーで、その中に機械学習があって、

更にその中に深層学習、ディープラーニング、というものが

あるというような包含関係になっております。つまり、ディー

プラーニングはマシンラーニングの一部分ということです。

通常、機械学習のモデルは人間が作った特徴量、あるい

は変数を使ってモデル化するのが通常ですが、ディープラ

ーニングはフィーチャーラーニングと言いまして、そういった

変数自体を学習できるという点が特徴となっております。も

う少し細かく言うと、関数の組み合わせでより難しい関数を

学習できるようになったものがディープラーニングといい、

従来の機械学習と比べてデータは必要なのですが、非常

に強大な能力を持っております。  

高橋 利枝(司会) 

松尾先生、ありがとうございました。  
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 基調講演 

「2020年、さらに先の未来に向けて」 
栗山 浩樹 

日本電信電話株式会社取締役 新ビジネス推進室長 兼 2020準備担当 

1985年に日本電信電話株式会社入社後は、営業、営業企画、事業計画、人事・人材開発(米国企

業の報酬設計を含む)、および経営戦略策定等に従事。2003年 2月から 2012年 6月まで経営企画

担当部長。その間、2005年から 2007年は中期経営戦略推進担当部長。2004年、2008年にそれぞ

れ発表した「NTTグループ中期経営戦略」の策定にあたる。2004年、光・モバイルのブロードバンドビジネスの拡大、PSTNマイグ

レーション等。2008年、サービス創造グループへの変革(グローバルビジネス展開を含む)。上記に関する投資家との対話や産業

界との連携、政府機関との交渉に携わる。2012年 6月より 2014年 6月まで社長室長を務める。2014年 7月より、取締役  新ビジ

ネス推進室長及び 2020担当に就任。2020年に向けた NTTグループの B2B2Xビジネス、および 2020年東京オリンピック・パラリ

ンピック関連ビジネスの推進を所掌。

 

1.はじめに 
  

栗山浩樹と申します。本日は貴重なお時間を頂きま

してありがとうございます。デジタルアジアハブ、ハー

バードのバークマンクラインセンター、そしてアレンジさ

れました早稲田大学の高橋教授に感謝申し上げます。

タイトルは Towards 2020 and beyond ということでお話

させていただきます。 

 

2020 年になった時にどのような世界がやってくるで

しょう。サッカーを取り上げてみます。私どもは昨年、

日本のプロサッカーリーグである J リーグ、そしてイギ

リスのグローバルなコンテンツデリバリーである

Perform と 10 年間の提携をいたしました。近い将来、

どういう世界が来るのか、どういう世界を我々が楽し

めるのかということを考えました。まず、レフェリーの役

割が変わるかもしれません。ありとあらゆるプレーが

センサーとカメラでカバーされ、ジャッジがパワーアッ

プされるからです。実際、既にいくつかのプレーでは、

レフェリーはいますがデジタルデバイスで補っていま

す。こうしたことをエンターテイメントの進化と思うのか

どうか、我々はどういう未来を望み、創り上げていくの

でしょうか。 

2.ＮＴＴグループがどこに向かおうとし
ているのか 

 

我々のグループが向かっている方向について最初

に少しだけお話させてください。NTT というのはニッポ

ン・テレグラフ・テレフォン・コーポレーションの省略形

です。なかなか英語だとニッポンというのはご理解い

ただけませんが、ニッポンというのは Japanの意味で

す。テレグラフに至っては、今の若い世代は見たことも

聞いたこともないでしょう。電話は若者も辛うじて知っ

ていると思いますが、電話よりも SNSのほうが親しみ

があると考えられます。そこで、私どもの鵜浦が社長

に就任した際に、少なくとも海外ではこのようなメッセ

ージに変えようと言ったのです。NTTのアルファベット

を順に、ネクストバリューパートナー、トランスフォーメ

ーション、トラステッドソリューションズにし、信頼できる

ソリューションでビジネスの世界や生活を変えていけ

るバリューパートナーになっていきたいという意味を込

めました。 
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なぜメッセージを変えたのかという点なのですが、そ

れは私どものビジネスが、ここ 15 年で大きく構造変化

したからです。前世紀の最後であった 2000 年の我々

の収入の 7 割はボイスサービスからきています。その

後、ブロードバンド、グローバル事業展開、そしてクラ

ウドサービスと戦略方針を打ち出し、2015 年は収入約

12 兆円のうち、7 割から 8 割はデータサービスとシス

テムインテグレーションになりました。我々としてはこ

の部分を IoT 、ビックデータ、AIによって、さらに進化さ

せていきたいと考えております。 

 

IoT、ビックデータ、AI というのは我々の業界の 3 つ

のキーワードになっています。我々が今これらをどうい

った方向に活かそうとしているのか幾つかの実例を挙

げてお話させていただきたいと思います。 

 

その前に、業界としてもこの変化に対して準備が整

ってきていることをお伝えしたいと思います。大きく分

けて、デバイス、ネットワーク、データの処理という意

味でいきますと、全てのデバイスはデジタル化され、

世界中でコネクトされています。現在、モバイルブロー

ドバンドは 4Gの世代ですが、2020年代には世界の先

進国が 5G のネットワークサービスを開始すると言わ

れています。このネットワークは高速大容量の特性が

更に増すだけでなく、小容量だが遅延が極めて小さい

といった通信もマネージすることができます。また、私

どものネットワーク全体が SDN 或いは NFV と呼ばれ

る、ソフトウェアディファインドでヴァーチャライゼーショ

ン機能を備えたものになっていきます。 

 

3.日本の成長戦略と情報通信技術 
 
こうした変化が我々の産業や生活をどう変えていく

のかということに関して、日本政府は昨年日本の成長

戦略を公表しました。これは民と官が議論し、結果とし

てこういう方向性に自分たちの成長の可能性がある

のではないかということをまとめたものです。１つはい

わゆる製造業を中心とした産業分野で、ドイツが第 4

次産業革命と言っているものがあります。それ以外に

も色々な産業分野で情報通信技術を活かせる可能性

があると公表されております。今申し上げた製造業の

分野で私どもが取り組んでいるものにスマートファクト

リーがあります。音に着目して広範囲に分析し、AI に

より異常検知ができるようになってきました。 

 

先ほどの成長分野の１つに観光もあります。今日本

に 2000 万人の外国人観光客の方が来られています

が、3年前まで 1300万人にとどまっておりました。もち

ろんフランスの 8400 万人やアメリカの 7500 万人とは

比べものになりませんが、マレーシアやタイといった東

南アジアの国と比べても少なかったのです。2000万か

ら 4000万にしようというのが今の政府そして我々の思

いです。実現すれば相当な消費の拡大に繋がるため、

我々の GDP を兆円単位で押し上げてくれる可能性が

あると言われています。この観光分野に我々も情報通

信技術を使う価値があると思っています。デジタルデ

ータを広範囲、かつディープに処理していくということ

ができるようになってきました。 

 

次にスポーツについてですが、アメリカと日本では

プロスポーツの市場が 10倍も違います。日本はアメリ

カの 10 分の 1 なのです。人口は 2.5 倍しか違いませ

んので、日本人一人一人がプロスポーツに使うお金は

非常に少ないということがわかります。この 3 倍、4 倍

の差はある程度埋めていける市場であると考えていま

す。その中でスタジアムやスポーツ自体のスマート化

ということをおこなっています。私どもが取り組んでい

るものの１つにバイタルデータのセンシングとマネジメ

ントがあります。私どもはツールドフランスの情報通信

のサポートをしておりますが、そこではパルスレートを

計測しています。これをさらに進化させれば、選手の

疲労度などの予測も近いうちにできるのではないかと

思っております。さらにこの技術を活用し自家用車や

バスなどの様々なドライバーの疲労度を予測すること

で、安心安全なドライビングが可能になると思います。

また、被介護者あるいは患者にも適用していけるでし

ょう。 

 

農業の分野では、１つの例として、酒造好適米を挙

げようと思います。お米の中でも酒造りに適したお米と

いうのがあるのです。稲作の分野ではすでに日本の

一部のエリアでドローンにより稲作の状態を監視し、な

おかつ水田そのものの状態も監視する技術をマネジメ

ントしています。さらに精米し、醸造していくという一連

のプロセスにおいても徐々にビックデータと IoT を用い

て実務的にしようとしています。 

 

交通分野では、広いキャンパスを持った大学内を走

るバスを自動運転にしたり、タクシーの需要を予測し

て配車を効率的に行ったりということを始めております。

また、もう一つの例は国際空港です。羽田空港という

のは日本を代表する国際空港で、国内外から多くの

方が日々大量に移動されています。そこで、ターミナ

ルビルの混雑状況等をエリア全体で予測・処理しなが

ら、そういう方々をナビゲーションしていくという実験を

行なっております。 

 

4.スマート社会とユニバーサルデザイ 

ン社会 

 

我々が2020年そしてそれ以降もめざしているのは、

スマートな社会です。政府や経済界も、スマート社会

や、あるいはソサイエティ 5.0 を掲げていますが、私ど

もはこれをめざすと同時にユニバーサルデザインの社

会も合わせてめざしていきたいと考えております。 

 

2020年のオリンピック、パラリンピックは東京で開催

されます。東京での開催は 2 度目となります。1 度目

の 1964 年もオリンピックとパラリンピックが開催されま

したが、実はオリンピック、パラリンピック両者が再び

同一開催地で開催される最初の都市になります。これ
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を好機としてユニバーサルデザインを加速していきた

いと思います。よく IoT という言葉を耳にしますが、私

はインターネットオブヒューマンストーリー、すなわち

IoH の方が我々の社会にふさわしいのではないかと思

っています。 

 

人口減少と少子高齢化は日本の社会課題を象徴

するものです。高齢化が進んでいる国もありますが、

世界全体としては人口が増えています。一方、日本は

人口が減り高齢化が急速に進んでいます。もちろん人

口の減少は労働力や消費力を減少させる要因ですが、

同時にコミュニティの社会インフラの維持を困難にして

いきます。 

 

5.おわりに 

 

歴史を振り返ってみると、歴史を支えた技術の変化

は農業革命や産業革命、 情報革命でしょう。しかし、

一番根底にあったのは社会やコミュニティの構成員間

での信頼のようなものだったのではないかと思います。

AI というテクノロジーによって今度はどう変わっていく

のかを、私どもは注意しながら見ていく必要があると

思っています。 

 

その中で私どもが取り組もうとしているのは、IoT 、

ビックデータ、AI と共存していくことです。そのために

「デジタル・トラスト（Digital Trust）」を地域社会に築くサ

ポートをしていきたいと考えております。地域特有の社

会課題や経済課題を見据え、社会に根ざしたデジタ

ル・トラストを、サポート役としてご利用いただけるよう

にすることで、この社会に貢献したいと思っているので

す。2020 年のオリンピック、パラリンピックという象徴

的なイベントで、私どものケイパビリティをお見せする

のはもちろんですが、それと同時にこの社会に根ざし

た企業グループとして存在し続けていきたい、そして、

そうあるべきだと思って取り組んでおります。本日はあ

りがとうございました。 

 

高橋 利枝(司会) 

どうもありがとうございました。ご質問があれば受け

付けたいと思います。 

 

質問者 

 

ありがとうございます。もう少し詳しく説明して頂きた

いことがあります。ロボットのオリンピックについて非

常に興味深いビジョンです。2020 年に向けての取り組

みを教えていただけますか。 

 

栗山 浩樹 

2020 年のオリンピック、パラリンピックに限って申し

上げると、ロボットはヒューマンタイプとそれ以外のも

のとが適用されていくだろうと思います。例えば、社会

インフラのモニタリングです。サイバーテロや物理的な

テロに対して、ソフトウェアもしくはハードウェアのロボ

ティクスがそれを監視することは極めて容易に想像で

きます。その他にも交通機関などでモビリティをサポー

トするロボットが考えられます。それから先ほど申し上

げたように、エンターテイメントの場でレフェリーのサポ

ートをするようなロボット技術はますます出てくるだろう

と思います。もちろん人間的なロボットとコミュニケーシ

ョンを取りたいという欲求も自然に生まれると思います。

例えば、歩行障がいをお持ちの方が自宅でテレワーク

をする時、やはり一人だと何となく不安なわけですが、

テレビの向こうにヒューマンライクなロボットがいると、

それだけでもその方に安心感を与えることができるよ

うです。このようにロボットはたくさんのエリアで出てく

ると思います。こういう意味では色々な可能性があり、

次第に現実になっていくのが、2017 から 2020 年であ

るというように思います 

 

高橋 利枝(司会) 

ありがとうございます。私たち日本人はこれまで社

会において「信頼」をとても大切にしてきました。今、栗

山取締役がお話になった「デジタル・トラスト」という概

念は、これから AI社会を迎える日本にとって重要なキ

ー概念になると思います。2020 年東京オリンピックに

向けて、日本が技術先進国として世界の中で最も信

頼を得られる国になれるように努力してまいりたいと

思います。栗山取締役どうもありがとうございました。

もう一度大きな拍手をお願い致します。 
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基調講演  

 

「AIに関する議論のまとめ」 

平野 晋 
中央大学総合政策学部教授 

中央大学総合政策学部教授・大学院総合政策研究科委員長。博士（総合政策）（中央大学）。米

国弁護士（NY州）。総務省「AIネットワーク社会推進会議」幹事、及び「開発原則分科会」会長。専

門は不法行為法・製造物責任法、サイバー法、他。1984年に中央大学法学部法律学科卒。富士重

工業(株)に入社。1990年にコーネル大学大学院（法科）修了（法学修士）。コーネル大学在学中に

『コーネル国際ロー・ジャーナル』編集委員として法律論文編集に携わり、自身の論文も同誌に掲載

される。中央大学専任教授就任前は（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモの法務室長。著書は『アメリカ不法行為法』（中央大学出版部, 2006

年）、『体系アメリカ契約法』（中央大学出版部, 2009年）、『電子商取引とサイバー法』（NTT出版, 1999年）（第 16回電気通信普

及財団賞テレコム〔社会科学〕奨励賞受賞）（いづれも単著）等多数。 

                  

1.はじめに 

 
ご参加のみなさん、おはようございます。この度スピーチ

をする機会を頂きましたこと、御礼申し上げます。中央大

学総合政策学部の教授をしております平野晋と申します。

約１年間に渡り、AI ネットワークが社会に対してどのような

影響を与えるのか、そしてAIネットワークのもつリスクへの

対策はどうすべきかという議論に日本の総務省において

携わってきました。今朝はそういった議論のまとめをご紹

介いたします。AI の便益を最大化し、リスクを最小化する

為には何らかのソフトローあるいは原則が必要であるとい

うことは、皆様も異論がないと思います。総務省における

議論のまとめを紹介する前に、私たちが何をやっているか

について誤解があるようですので、それを解きたいと思い

ます。現在私達が議論をしておりますのが、いわゆる AIの

研究開発原則です。私は総務省の AI ネットワーク社会推

進会議の中にある、開発原則分科会の会長をしておりま

す。また、その推進会議で幹事もしておりますが、そこでの

議論において、私は業界、学者、AI のエンジニア、ユーザ

ーといった様々なステークホールダーから意見を聴取して

います。つまり、総務省がある東京の霞が関で開かれる会

議で、私たちは意見を披露してもらったり、パブリックコメン

トで意見募集をしたりしております。 

 

2.AIネットワーク社会推進会議の思い 
 

これらの会議におきまして、企業や AI のエンジニアの

一部は、総務省での議論が AI の発展・発達を妨げるもの

になってはならないと主張されます。というのも、将来的に

法律や規制が厳しくなったり、AI の開発に関わる彼らの活

動を不合理な形で規制したりするのではないかという懸念 

 

 

があるからです。そして、この懸念こそ私は誤解だと思うの

で、ここで解消したいと思っています。私たちは AI の開発

や発展を阻害しようとは全く思っていません。むしろ私たち

が望んでいるのは、AIネットワークを発展させるためにリス

クを最小化することです。基本的には AI ネットワークの発

展は、世界中にメリットをもたらすと思っております。 

 

しかしながら同時に、AI は、制御不能や予測不可能、あ

るいは透明性の欠如といった問題を抱えていることが分か

っています。例えば、多くの人がおっしゃっているのは、AI

の意思決定の問題です。意思決定が時にコントロールでき

なかったり、あるいはディベロッパーやメーカーの予想を超

えるものであったり、というのが自律的な AI の特質です。

また、なぜこういった決定に至ったのかの軌跡を辿（たど）

るのが難しいと言われています。複雑すぎるからです。そ

して多くの人々は、将来の社会が今日の社会とは全く異な

ったものになってしまうのではないかと懸念しています。た

とえば多くの職業が AIや AIの組み込まれた機械によって

置き換えられ、大量失業が発生することなどが懸念として

挙げられます。富の分配について再検討すべきではない

か、という意見さえも聞かれます。 

 

私の専門分野は不法行為法と製造物責任なのですが、

この分野において責任の空白、いわゆるライアビリティー・

ギャップ（liability gap）が起こりうるとも言われています。なぜ

なら、AI の決定によっておこる事故がその開発者や製造

者あるいはサービス提供者にとっても、予見不可能な場合

があるからです。過失や因果関係を認定するために必要

な予測可能性を原告が立証できずに、敗訴するおそれが

あるのです。 
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ある学者はシンギュラリティがおそらく 2045 年あたりに

は起こるのではないかとおっしゃっています。「強い AI」、い

わゆる「ストロング AI」が出現し、大量失業が生じるだけで

なく、人間に代替する可能性も否めません。つまり AI 自身

の自己開発・自己発展というものをもう止めることができな

いと言われています。企業やエンジニアたちが AIを引き続

き開発したいと思うならば、AI に対する人々の懸念を大幅

に払拭しなければなりません。すなわち、世界中の人々が

AI を喜んで受け入れられる状態にしなければならないとい

うことです。企業や AIのエンジニアが AIを開発し続けるこ

とができるようにするためには、まず初めに AI を受け入れ

てもらうように説得しなければなりません。要するに、AI と

いうのは不合理なほど危険にはならないということと、開発

はある特定の合理的な規範のもとで行われるため、社会

が悪化しないことを説明する必要があります。この役割を

日本の総務省の議論は果たしていると思っております。 

 

3.総務省の議論の概要 
 

こちらのスライドで示しているのは、総務省における AI

ネットワークの社会・経済的影響に関する検討の歴史です。

2015 年の初めに少人数の勉強会から始まりました。2016

年の初頭には、総務省が前年より多くの学者や AI関連の

弁護士を招きました。つまりこれが「AI ネットワーク化検討

会議」です。この会議を便宜上「第一次会議」と呼ばせてい

ただきます。第一次会議は中間報告書を出しております。

第一次会議の主な目的は次の 2 つでした。まずは我々が

目指すべき将来の社会を予測すること、そして社会・経済

的影響とリスクを評価し、具体的な形で将来の課題をリス

トアップすることです。 

 

昨年の４月の終わりには、G7 情報通信大臣会合が日

本で開催されています。そこで総務省の高市大臣が AI の

研究開発ガイドライン確立に向けての国際的な議論を提

案しました。加盟国は大臣の提案に賛同したと伺っていま

す。 

 

再編された会議、これを「第二次会議」と呼ばせて頂きま

すけれども、第二次会議は「AIネットワーク社会推進会議」

です。昨年 12 月末には、AI の研究開発ガイドライン作成

にむけての論点がパブコメ募集のために公表されました。

そこで得られたパブリックコメントをベースにして、暫定的な

AI 開発ガイドラインを改正しています。この第二次会議で

分科会が 2 つ設立され、今も活発に作業を行っているとこ

ろです。 

 

4.智連社会 
 

時間の制約がありますので先へ行きたいと思います。こ

ちらは我々が目指すべき社会であります。まとめますと、

第一次会議におきまして、将来の社会ではデータ、情報、

知識、人、モノの活動の相乗効果が発揮され、よりクリエイ

ティブでダイナミックになると予測されました。この将来の

世界を「ウインズ」（智連社会）と呼んでいます。これはウィ

ズダム・ネットワーク・ソサイエティの略語です。 

 

ウインズの基準が第一次会議で 4点示されました。1点

目は誰もがネットワーク化された AI システムから利益を得

られることです。そして 2 点目、人間の尊厳が尊重される

べきであること、3 点目は制御可能性と透明性を維持しな

ければならないことです。第 4 点目は、ステークホールダ

ーの参加を維持しなければならないこと、です。 

 

5.AIネットワーキングのリスク 
 

第一次会議はまた、AIネットワーキングによってもたらさ

れる社会的経済的なインパクトに関しての分析結果を発

表し、検討すべき課題を挙げました。時間の都合上、本日

は AI ネットワーキングによってもたらされるリスクについて

言及したいと思います。AI ネットワーキングにおけるリスク

は 2種類に分類されます。1つは機能に関するリスク、もう

1つは法制度、権利、利益に関するリスクです。 
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機能リスクというのは、例えばAIネットワークやシステム

を活用した自動運転でコントロール不能に陥る可能性があ

ること等が挙げられます。またそれが事故を起こす可能性

もあり、法的リスクが伴います。第一次会議では、具体的

なシナリオ、仮説、ケースを検討することを提案しました。

将来に向けて起きるかもしれないリスクに関して柔軟に、

かつ迅速に対応できるようにするためです。 

 

第一次会議で検討された機能に関してのリスクをこちら

に列示しています。その中で下から２行目のリスクについ

てご説明申し上げます。これはオパシフィケーション、すな

わち特定されない不透明なリスクです。ネットワークの AI

システムは複雑でブラックボックス化されてしまいます。そ

して、意思決定に至ったその軌跡を特定することが難しい。

なぜ複雑かといいますと、複数の AI システムがネットワー

クによって繋がっているからです。 

 

一方の法的な制度、権利、利害に関するリスクも、特定

されたものがこちらのスライドで例示されております。下か

ら 3 行目はプライバシーに関するリスクです。例えばネット

ワークの AI システムが個人に関して間違ったプロフィール

を作成し、その人が不条理な形で差別される可能性があり

ます。そういったリスクのことです。 

 

6.AI研究開発ガイドライン 

 

さて、これらのスライドは第一次会議が特定した将来の

課題を列挙したものです。つまり、注意を要する分野です。

時間の制約がありますので、その中で AI 研究開発ガイド

ラインについてご説明申し上げます。第一次会議において

は、国際的なガイドラインを作る議論を始めなければなら

ないと考えて検討が進められました。そして暫定的な AI開

発ガイドラインを採択し、そのガイドラインは第一次会議の

中間報告として昨年の 4 月に公表されました。先ほど少し

申し上げたものです。 

ガイドラインはこちらのスライドにありますように、8 つの

原則から成っております。第一は透明性に関する原則です。

ネットワーク化された AI システムのオペレーションについ

て説明、および検証する能力が必要です。言い換えれば、

ネットワーク AI システムで作られた決定の軌跡が追跡可

能でなければならないということです。2 つ目は利用者支

援についてで、ネットワーク AI システムは利用者を支援し、

ユーザー自らが理解した上での決定ができる合理的な機

会を与えなければならないという内容です。いくつか飛ばし

て 5 番目に移ると、5 つ目は安全性確保についてです。つ

まり AI ネットワークシステムが、利用者及び第三者の生

命・身体の安全に危害が及ばないようにしなければならな

いということです。次に倫理ですが、AI ネットワークシステ

ムの研究開発において人間の尊厳と個人の自立を尊重し

なければなりません。特に人間の脳とネットワーク化され

た AI システムが接続される場合、例えばブレイン・マシー

ン・インターフェイス、いわゆる BMI で繋がるには、倫理の

原則が重要になります。8 番目の原則はアカウンタビリティ

ですが、AI ネットワークシステムの研究開発者が、利用者

など関係するステークホールダーに対してアカウンタビリテ

ィを果たすということです。研究者や開発者は関連する情

報を開示しなければならない、また十分なコミュニケーショ

ンをステークホールダーと取るべきである、といったもので

す。 

 

こちらは G7 の情報通信大臣会合の写真ですが、先に

も申し上げた通り日本で昨年の 4 月に開催されました。た

だし、この右上にある写真は私と彼女が 2 時間の生放送

のテレビ番組に出演して、他の [ケータイ料金の] 政策問

題について議論をしたときのもので情報通信大臣会合と

は関係ないのですが、皆様に高市早苗大臣のお顔を明確

にお見せするために載せました。 

 

会合で高市大臣は、AI の開発ガイドラインを策定するた

めの国際的な議論を始めようという提案をされました。そこ
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で先ほどの 8 つの原則からなる暫定的な案を配布し、加

盟国からこのような議論を行う提案への同意を得ました。 

 

次に、O E C D（経済協力開発機構）のテクノロジー・

フォーサイト・フォーラムが昨年の 11月にパリで開催され、

そのフォーラムで私と [総務省の有識者会議で] 同僚であ

るクロサカ準教授が主に AI の開発ガイドラインについて、

また AIの社会経済的なインパクトについて発表致しました。

O E C D のデジタルエコノミー政策の部長がこのフォー

ラムのまとめの際に、日本の AI の開発ガイドラインについ

て検討するとおっしゃってくれました。 

 

総務省はO E C Dの議論に貢献するため、そして、こ

の AIネットワーキングによってもたらされる社会、経済、倫

理、法律的な問題を検討するために第二次会議を招集い

たしました。つまり、O E C D や国際的な議論のために

AIの開発ガイドライン案を作るということと、AIネットワーキ

ングによる社会経済的な影響やリスクを詳細にわたって分

析をすることを目的としています。 

 

総務省は AI の開発原則に関する議論を世界的に加速

させていくため、AI ネットワーク社会に関する国際シンポジ

ウム（フォーラム）を東京でちょうど来週開催することになっ

ています。このフォーラムでは様々な分野の最先端の方々

がスピーカーとして登場してくださいます。私も初日月曜日

の夕方に登壇することになっています。高市早苗大臣も月

曜の終わりのレセプション前にお話される予定です。 

 

AI の開発ガイドラインについては昨年末、策定にあたっ

ての重要な論点が公表され、パブリックコメントを集めまし

た。このパブリックコメントと第二次会議での議論をもとに、

暫定的な AI 開発ガイドラインをこのように改定いたしまし

た。 

 

7.「橋問題」とガイドライン 
 

これらのスライドは「橋問題」と呼ばれているものの説明

で、「橋問題」は最近注目されています。スライドにある図

をご覧下さい。スクールバスが突然、自動走行している自

動車のレーンに入ってきたとします。スクールバスの運転

手が心臓発作を起こしたからです。自動運転の車には 2

つのオプションがあります。1 つはそのまま直進するという

もので、そうすればバスに乗っている 30 人の児童とバス

の運転手が殺されることになります。もう 1 つのオプション

は、自動運転車が突然右に曲がるというもので、つまり自

動運転車に乗車している乗員が [橋の欄干から落ちて] 殺

されることになります。メーカーは前者を好みます。という

のも、もし 2つめのオプションになれば自動車が売れなくな

るからです。他方、後者のほうが良いと考える功利主義者

もいます。この事故の死亡者を極小化することができるか

らです。 

 

ではガイドラインを「橋問題」に当てはめてみたいと思い

ます。ガイドラインがなければメーカーは AI あるいはネット

ワーク化された AIシステムを操作する可能性があります。

すなわち、自動運転車の乗員を守るためバスの子どもた

ちを犠牲にして直進するという指令をメーカーが事前にプ

ログラミングするかもしれません。このような操作は、AI が

複雑で発見することが困難なため、隠れた形で永続すると

懸念されます。 

 

しかしながら、このことは透明性の原則に違反すること

になります。透明性の原則によりますと、ネットワーク化さ

れた AI システムのオペレーションは説明、検証されること

を必要としています。すなわち、ネットワーク化された AI シ

ステムの意思決定に関して透明性の原則は、軌跡の追跡

可能性を要求するのです。この透明性の原則を適用する

ことによって、メーカーによるネットワーク化された AI シス

テムの隠れた操作は受け入れ不可能という結論になりま

す。 

 

アカウンタビリティの原則も、「橋問題」に当てはめられる

と思われます。この原則は、ネットワーク化された AI シス

テムの開発者並びに研究者がユーザーやその他のステ

ークホールダーに対して説明責任を負うというものです。つ

まり、研究者と開発者は関連性のある情報を説明、開示し

なければならないため、メーカーが情報を開示することなく

1 つ目のオプションを選ぶ決定をしたり、説明しなかったり

すれば、明らかにこの原則に違反することになります。メー

カーは当然、スクールバスに乗っていた 30 名の児童とそ

の家族に対しても説明責任があるのです。 

 

安全性の原則は、ネットワーク化された AIシステムがユ

ーザーや第三者の生命、あるいは身体に危害を加えるこ

とがないようにしなければならないというもので、理論的に

この原則は納得のいくものであります。製品は安全に利用

できることが望ましいという点に皆さん異論がないでしょう

から。しかし、「橋問題」にこの原則を適用すると、上手くい

かないことに気が付きます。1つ目のオプションでは、30名

の児童とバスの運転手という第三者の生命が犠牲になり

ます。第 2 のオプションにおきましても、やはりユーザーで

ある自動運転車の乗員の生命が犠牲になります。何れの

ケースにおきましても、メーカーはこの安全性の原則に反

することになるのです。真のジレンマです。興味深いことに

このジレンマは 1942 年のアイサック・アシモフの小説

『堂々めぐり』に類似しています。 
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8.おわりに 
 

世界各国の人々は現在、AI の開発並びに利用に関し

て懸念を抱いているようです。世界がより悪化しないという

保証を求めているのです。しかしながら、法律や規則のよ

うな柔軟性のない規範は適切とは思えません。AI のように

新しく開発されている分野においては不適切だと思います。

というのも便益のある開発を阻害してしまうからです。寧ろ

ガイドライン、あるいはソフトローによって、人々が AI ネット

ワーキングを受け入れられるようにし、開発を進めるべきと

考えています。私どもの AI の研究開発ガイドラインが、AI

や AI ネットワークの健全な発展を促進するよう願っていま

す。以上です。ご清聴ありがとうございました。 
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パネルディスカッション  

セッション 1「AI：言語と学習」 

 

パネリスト 

         西本 伸志 (情報通信研究機構・脳情報通信融合研究センター・主任研究員) 

       井ノ上 直己 (株式会社 KDDI総合研究所・研究マネージャー) 

モデレーター 

Communication Unit, UK) 
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「KDDI総合研究所で開発中の実用的 AI 

アプリケーション」 

井ノ上 直己 

株式会社 KDDI総合研究所・研究マネージャー 
1982 年京都大学を卒業、1984 年に京都大学大学院修了。1998 年に工学博士を京都大学から

授与。1987 年から 1991 年に ATR 自動翻訳電話研究所に出向し、言語コーパス、自然言語処理

の研究に従事。1991年に KDD研究所に復帰し、音声認識、情報検索、情報フィルタリングの研究

に従事。2006年から NICTに出向し、2010年 NICTユニバーサルメディア研究センター長に就任。

NICT にて超臨場感コミュニケーションの研究を 10 年間推進。2016 年に現 KDDI 総合研究所に復帰。人工知能および超臨場感コ

ミュニケーションの研究に興味を持つ。 

 
1.はじめに 

 

 井ノ上直己と申します。本日私からは弊社で開発して

いる実用的な AI アプリケーションをご紹介申し上げたい

と思います。本日のセッションは「言語と機械学習」とい

うセッションですので、音声翻訳および言語処理に関連

するアプリケーションの話をさせていただきます。これら

が本日紹介するアプリケーションです。3 種類挙げてお

ります。1 つ目はタクシーサービス向けの自動音声翻訳

システム、2 点目はソーシャルメディアに投稿されたメッ

セージの分析、そして最後が潜在的な健康リスクの検

知向けシステムです。 

 

2.自動音声翻訳 
 

 最初の自動音声翻訳についてですが、タクシーサービ

スへの導入ということでお話いたします。ご存知の通り、

東京オリンピック・パラリンピックが 2020年に開催される

予定で、訪日外国人は 2020年にかけて増加すると見込

まれています。総務省は現在オールジャパン体制でグ 

 

 

 

 

ローバルコミュニケーションプロジェクトを実施していま

す。これは、訪日外国人に日本での滞在を楽しんでもら

うために日本での言語による障壁を低くする技術を開発

するという取り組みです。私どももこのプロジェクトに参

加しております。現在、NICT(国立研究開発法人情報通

信研究機構)で開発された翻訳エンジンを活用して自動

音声翻訳システムを構築し、実サービスで使って評価実

験を実施しているところです。具体的には、タクシーサー

ビス向けに適したシステムを作りこんでおり、ユーザー

インターフェイス、ユーザーエクスペリエンスのデザイン、

さらに、実際の車両におけるシステム構築並びに翻訳

用端末も開発しています。次ページの図に示すように、

車両には 2 つの端末が搭載されます。1 つはドライバー

用で、もう 1つは外国人旅行者用です。この 2つの端末

が LTE のモバイルネットワークを通して、多言語翻訳プ

ラットホームに接続されています。ドライバーが話した音

声データが多言語翻訳プラットホームに送られ、そして

翻訳された結果が車両に返送され、旅行者に音声で情

報が提供されます。このように、ドライバーと旅行者はそ
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れぞれの母国語で会話が可能になります。そのため、

訪問客が食事や観光地に関してより多くの質問を投げ

かけ、その詳細な答えをドライバーから受けることがで

きるようになります。これによって訪日旅行者の満足度

が高まると期待されています。現在、実際の外国人旅行

者を対象に効果を検証しております。鳥取県の自治体と

タクシー協会と協力して実証実験を行っています。この

実証実験では、英語、中国語、韓国語が対象であり、

2000 の地方固有の単語も辞書に登録しています。また、

287 人の外国人旅行者にアンケートも行っております。

結果は、翻訳システムに対して旅行者の約 63％が 5 段

階評価で 5 あるいは 4、つまりエクセレント、グッドという

評価を出しています。また、91.5％の旅行者が意思疎通

に関して 5 か 4 の評価を出しています。まだ解決しなけ

ればならない問題も残されていますが、この結果から弊

社が開発している音声翻訳システムは旅行者の満足度

を高める上で有益だということが示されました。 

 

3.ソーシャルメディア分析 

次にソーシャルメディア分析のアプリケーションを紹介

します。ソーシャルメディアについて、次の 3 つのことは

疑う余地もないと思います。まず、既にソーシャルメディ

アはメジャーなメディアになっていること、次に種々のト

ピックに対しても意見が交わされていること、そしてソー

シャルメディアでなされた評価や評判は即時に広く拡散

することです。このような特徴から、近年、企業あるいは

組織でソーシャルメディアをブランドマネジメントやキャン

ペーン効果の分析、広報、カスタマーエンゲージメントと

いった目的のために活用しています。ソーシャルメディ

アを分析するアプリケーションが既に開発されています

が、その多くはソーシャルオピニオンだけを分析してい

ます。しかし、当社で開発しているソーシャルメディア分

析アプリケーションはツイートされたメッセージに対して

「誰が」という情報を追加することができます。すなわち、

ツイートしたユーザーのプロファイルを推定することがで

きるのです。例えばあるトピックに対して、年齢層や性別

毎にどのような意見があるかをリアルタイムにその分布

を分析することができます。ツイッターの意見は匿名で

あり、プロファイルを紹介しているユーザーは極一部で

あるにも関わらず、我々が開発したアプリケーションで

は、性別、年齢層、趣味、職業、ロケーションの五つの

属性でソーシャルオピニオンの分布を抽出できます。ま

ず事前に属性毎のキーワードリストを自動的に作成して

おきます。次にユーザーが過去にツイートした日々のメ

ッセージから、我々の独自のアルゴリズムを使ってメッ

セージで使われている語彙を分析し、属性を推定します。

このアプリケーションは現在評価実験を行っています。 

 

4.潜在的な健康リスク検知 
 

最後に、潜在的な健康リスクを検知するアプリケーシ

ョンについてご紹介します。高齢化並びに医療費の増大

は日本における深刻な社会問題になっています。したが

って、医療費抑制のための効果的な方法が求められて

います。ある組織では、81.4％の受診者が健康リスクな

し、18.6％の受診者が健康リスクありと判断された例が

あります。しかしながら、健康リスクなしと判断された受

診者の約 4％は 3 年以内に糖尿病を発症しています。

我々が対象としているのは、この人たちを予測すること

です。近年健康診断結果と処方箋はデジタル化されて

おり、これらのデータを分析することで、将来の健康リス

クを予測し、将来糖尿病を発症する恐れのある人を特

定するアプリケーションを開発しています。従来の手法

では、健康診断の測定値だけを用いていましたが、

我々が開発している手法では、処方箋データと健康診

断の測定値の両方を用います。さらに、3 年以内に糖尿

病を発症するリスクスコアも予測モデルの中に取り入れ

ています。これらのデータを使うことで将来の健康リスク

が予測できます。このアプリケーションの効果について

現在、実証実験を行っています。今までの評価結果で

は、弊社が提案した手法は、従来の方法に比べて高い

精度が得られています。この実験では、弊社が開発した

手法がよい精度を実現していることを示しており、今後

さらに検証を行っていきます。 

 

5.おわりに 
 

KDDI 総合研究所では、実際の場面で AI 技術を活用

することに注力をしています。本日紹介したアプリケー

ションは全て実用的な利用のために開発され、よい精度

を達成していること紹介しました。本日は時間の制約が

あり紹介していませんが、他にもチャットボット、ネットワ
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ークの自動運用といったアプリケーションも開発してい

ます。AI 技術、特に自然言語処理技術並びに知識獲得

技術が日本においてさらに進化することを願っています。

ご清聴ありがとうございました。 
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「AI ネットワーク化及びそのガバナンス」 

―智連社会（Wisdom Network Society【ＷＩＮＳ】）に向けて― 
福田 雅樹 

総務省情報通信政策研究所調査研究部長 
平成 6 年に京都大学法学部を卒業。平成 19 年に東京大学から博士（学際情報学）の学位を取

得。平成 6 年に郵政省に入省し、主に情報通信行政に従事。平成 22 年から平成 25 年までの間、

早稲田大学大学院国際情報通信研究科准教授。平成 27 年から現職。現職では、「ＡＩネットワーク

社会推進会議」事務局を総括。このほか、平成 25 年から早稲田大学国際情報通信研究センター

招聘研究員及び早稲田大学政治経済学術院非常勤講師、平成 27 年から名古屋大学大学院法学

研究科非常勤講師を現任。平成 20 年に電気通信普及財団賞（テレコム社会科学賞）奨励賞を受賞。 

 

1.はじめに 
 

総務省情報通信政策研究所調査研究部長の福田と

申します。私からは、「AI ネットワーク化及びそのガバナ

ンス」（”AI Networking and Its Governance”）と題して御

報告いたします。基本的には、総務省情報通信政策研

究所の見解に基づき御報告いたしますが、同研究所に

よる取組が進展の途上にあり、同研究所の見解も取組

の進展に応じて変化する可能性があることに鑑み、本

報告の内容又は用語の一部に一研究者としての私見

が入ることを予め御了承ください。 

 

総務省情報通信政策研究所においては、一昨年の 2

月から 6 月まで「インテリジェント化が加速する ICT の未

来像に関する研究会」を開催して以来、AI の普及及び

高度化、そして後ほど御紹介する「AI ネットワーク化」の

進展に伴う社会的・経済的・倫理的・法的課題に関し検

討を進めております。 

 

特に昨年 2 月から 6 月まで開催していた「AI ネットワ

ーク化検討会議」においては、理工系及び人文・社会科

学系の研究者 37 人の御参加の下、AI をめぐる課題に

関し、単に「AI」という視点では捉えず、「AI ネットワーク

化」という視点から、その進展が社会にどのような影響

及びリスクをもたらし、どのようなガバナンスを確立すべ

きなのかということに関し多角的に検討を進めてまいり

ました。一昨年の 6 月には「研究会」の「報告書 2016」を、

昨年の 4 月及び 6 月には「検討会議」の中間報告書及

び「報告書 2017」を公表し、今後の課題を逐次整理いた

しました。 

 

昨年の 10 月からは、「検討会議」等の提言を踏まえ、

「検討会議」を発展的に改組して「AI ネットワーク社会推

進会議」を開催し、AI ネットワーク化の進展が社会にも

たらす影響やリスク、またそのガバナンスの在り方に関

し多角的に御議論を深めていただいているところでござ

います。この「推進会議」は、マルチステ―クホルダの体

制とすることを期して、70 名を超える産学民の有識者に

構成員として御参加いただくことに加えて、内閣官房、

内閣府など関係行政機関等にもオブザーバとして広く

御参加いただいております。 

 

2.AI システムの便益及びリスク 
 

ここにお越しの皆様方にとっては釈迦に説法かもしれ

ませんが、AI システムは、広く普及し利活用されること

により、社会の様々な場面に多大なる便益をもたらすも

のと期待されております。AI システムによって、人間が

従来不可能あるいは極めて困難であったことが容易に

可能となり、また人間の社会的・経済的活動が効率的

又は生産的となり、さらに、これまでになかった新しい製

品やサービス、ビジネス、そして社会のシステムが産み

出されることが期待されております。その一方で、AI シ

ステムについては、例えば動作の不透明化や制御の喪

失、安全性やセキュリティをめぐる問題、プライバシーの

侵害、倫理的問題といったリスクについても懸念されて

おります。AI システムの便益を増進するとともにリスクを

抑制するためには、AI システムの適切なガバナンスを

確立することが期待されます。このようなことから、AI シ

ステムの便益及びリスクについては、日米欧の様々なと

ころで議論されるようになってまいりました。 

 

先ほども申し上げましたように、総務省情報通信政策

研究所においては、一昨年の 2 月から取り組んでおりま

す。我が国においては、同研究所のほかに、人工知能

学会が 2014 年から AI をめぐる倫理的な問題に関し検

討を進めており、今年の 2 月に同学会員向けの「倫理指

針」が公表されました。 
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米国においては、ホワイトハウスが昨年の 5 月から AI

が社会にもたらす影響やリスクに関する検討を始め、昨

年の 10 月及び 12 月に報告書を公表したところです。

IEEE においても、昨年の 4 月から AI を実装する自律的

なシステムの設計に関する倫理的な課題に関し検討が

進められております。 

 

欧州においては、欧州議会が AI、そして AI を実装す

るスマートロボットに関する規制その他の制度の創設等

に関する報告書を今年の 2 月に採択しております。 

 

市民社会においては、FLI が今年の 2 月にアシロマ

23 原則を取りまとめたところです。 

 

国際機関においては、OECD が昨年の 11 月に「技術

予測フォーラム」を開催し、AI をめぐる諸課題に関し幅

広く議論した上で、加盟国の賛同が得られれば OECD と

しても検討を進める旨の発言がありました。 

 

順番が前後いたしますが、昨年の 4 月には、我が国

において開催した G7 香川・高松情報通信大臣会合にお

いて、AI ネットワーク化の進展が社会・経済にもたらす

便益及びリスク並びにこれを踏まえたガバナンスの在り

方に関し国際的に議論すべき旨の提案がなされ、参加

各国の賛同が得られたところであります。後ほど御紹介

いたします。 

 

３．AI システムと他のシステムとの違い 
 

ここで、AI システムと他のシステムとの違いに関する

考え方を御説明いたします。 

 

機械学習の機能など、その利活用の過程を通じて爾

後の入力に対する出力やプログラムを将来にわたり変

化させる機能を実装する AI システムは、当該機能を実

装しないシステムとは異なり、当該機能を制約しない限

り、その利活用の過程を通じて出力やプログラムが将

来にわたり変化します。当該機能を実装する AI システ

ムがどのように出力やプログラムを変化させ、また変化

に伴いリスクがどのような形で顕在化していくのかにつ

いては、開発者自身にとっても予測することが困難な場

合があるといわれております。このことから、当該機能を

実装する AI システムについては、先ほど申し上げた不

透明化、制御喪失等のリスクが指摘されております。 

 

したがって、その利活用の過程を通じて爾後の入力

に対する出力やプログラムを将来にわたり変化させる

機能を実装する AI システムについては、当該機能を実

装しないシステムとは異なり、その出力等の変化という

特性を踏まえ、その便益及びリスクのガバナンスに関し

検討する必要性が特に高いものと考えられます。そこで、

本報告においては、AI システムとしては、当該機能を実

装するものを想定いたしております。 

 

4.AI ネットワーク化 
 

総務省情報通信政策研究所は、「AI」を単に「AI」と捉

えるのではなく「AI ネットワーク化」という視点から捉える

ことで、影響やリスク、そしてガバナンスの在り方をネッ

トワーク全体の問題として検討を進めております。ここで、

「AI ネットワーク化」という概念及びこれに関連する用語

を御説明いたします。 

 

インターネット等情報通信ネットワークと接続された AI

システムを構成要素として含むシステムについて、特に

当該システムと当該情報通信ネットワークとを一体とし

て捉えたものを指す場合には、これを日本語では「AI ネ

ットワークシステム」又は端的に「AI ネットワーク」と呼び、

英語では「Networked AI System」と呼んでおります。本

報告では、日本語では「AI ネットワークシステム」と呼ぶ

ことといたします。その上で、AI ネットワークシステムの

構築及び AI ネットワークシステムの高度化を「AI ネット

ワーク化」と総称いたしております。AI ネットワークシス

テムの高度化の中でも特に重要なものとしては、複数

の AI システム又は AI ネットワークシステムがインターネ

ット等情報通信ネットワークを通じて連携するようになる

ことが挙げられます。換言すれば、「AI ネットワーク化」と

は、AI システムがインターネット等情報通信ネットワーク

を介して他の AI システム又は AI システム以外のシステ

ムと連携して機能するようになることといえます。 

 

AIネットワーク化の進展段階を理念的に整理したもの

がこのスライドです。 

 



 

"AI for Social Good" @Waseda university 2017  38 
 
 

第一段階は、単独の AI システムが、AI ネットワークシ

ステム（すなわち、インターネット等情報通信に接続され

た AI システム）として、他の AI システムとは連携するこ

となく機能するという段階であります。この段階は、既に

社会の様々な場面において実現が進みつつあります。 

 

第二段階は、複数の AI システムが情報通信ネットワ

ークを介して相互に連携して協調する段階であります。 

 

第三段階は、第一段階から第二段階への進展とは異

なる性格の進展によるものであり、必ずしも第二段階の

後でなければならないものではありませんが、センサや

アクチュエータを構成要素として含むAIネットワークシス

テムが人間の脳や身体などと連携して、人間の身体機

能が拡張される段階であります。 

 

これらの進展が広く進み、AI ネットワークシステムが

社会全体に浸透していくことにより、第四段階として、人

間と AI ネットワークシステムとが共生し、社会のあらゆ

る場面において、情報通信ネットワークを介して AI シス

テムと AI システムその他のシステム、人間と AI システ

ム、さらには人間と人間とがシームレスに連携する段階

に至るものと説明されております。 

 

AI ネットワーク化を情報通信ネットワークのアーキテ

クチャの見地から整理したものがこのスライドであります。 

 

AI ネットワーク化の進展を通じて、AI システムは、こ

のスライドに示すように、情報通信ネットワークの各レイ

ヤに浸透し、空間を越えて、他の AI システムや AI シス

テム以外のシステムと相互に連携して影響をもたらし得

るものと説明されております。この「空間を越えて」という

のは、サイバー空間と物理空間との間の境界を越える

ことも、国境を越えることなど地理的な空間を越えること

も含意しております。 

 

5.AI ネットワーク化のグローバルなガ
バナンスの必要性 

 
これらを踏まえた上で、AI ネットワーク化のグローバ

ルなガバナンスの必要性についてここで御説明いたしま

す。 

 

AI システムの便益及びリスクは、AI ネットワーク化の

進展に伴い、AI システム相互間又は AI システムと AI シ

ステム以外のシステムとの連携・協調の効果に加えて、

いわゆる「ネットワーク効果」も相俟って、その質や量が

飛躍的に高まり得るとともに、空間を越えて広く波及し

得るものであります。 

 

また、AI ネットワーク化は、AI システムがインターネッ

ト等情報通信ネットワークと接続されることを通じて実現

していくものであることから、おのずから国境を越えて進

展していくものと想定されます。 

 

これらのことから、AI ネットワーク化の健全な進展並

びにこれを通じた AI システムの便益の増進及びリスク

の抑制は、国際的に共通の課題となり、そのグローバ

ルなガバナンスが必要となります。 

 

どのような AI システムも、少なくとも社会の誰かにとっ

ては、少なくとも主観的には何らかの便益をもたらし得

るものではありますが、いかなる情報通信ネットワークと

も接続されることがない AI システムの便益及びリスクは、

何らの手続を経ず即座に空間を越えて波及することは

なく、基本的には当該 AI システムが実際に置かれる場

所の周辺にとどまるものであり、仮に AI システム自体を

貿易等により国境を越えて物理的に移動させようとして

も、国境での手続を経ることとなります。他方、情報通信

ネットワークに接続された AI システムの便益及びリスク

は、何らの手続を経ず即座に空間を越えて波及し得る

ものであり、特に即座に国境を超える可能性もあり得ま

す。このことから、情報通信ネットワークに接続され得る

AIシステムについては、特にグローバルなガバナンスが

必要となります。 

 

このように、AI ネットワーク化が、AI システムがインタ

ーネット等情報通信ネットワークと接続されることを通じ

て国境を越えて進展していくものであり、情報通信ネット

ワークに接続された AI システムの便益やリスクが即座

に国際的に波及していく可能性があることなどを鑑みる

と、AI のガバナンスの在り方は、個々のシステムの単位

にとどまる問題としてではなく、ネットワークの問題として

捉えるべきであると考えられます。そして、ドメスティック
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な問題としてではなく、国際的に共有されるべき問題と

して捉えるべきであると考えられます。仮に国際的な枠

組みに基づかないドメスティックなガバナンスの枠組み

を設けてしまった場合には、そのようなガバナンスは時

に意味をなさず、あるいは有害でありさえするおそれも

あると考えられます。 

 

したがって、AI ネットワーク化のガバナンスは、謙抑

的な見地からは情報通信ネットワークに接続され得るAI

システムのみを対象として、当初から国際的な問題とし

て国際的に議論がなされるべきものと考えられます。ま

ず国際的な枠組みを形成した上で、これに基づいて国

内の枠組みを形成すべきと考えられます。 

 

6.AI ネットワーク化のガバナンスの目
的 

 

引き続き、AI ネットワーク化のガバナンスの目的につ

いて御説明いたします。 

 

AI ネットワーク化の進展に伴い、AI ネットワークシス

テムが社会の様々な場面において用いられようになると、

社会の構成員が AI ネットワークシステムを利用できるこ

とを前提として、様々な製品、サービスや社会のシステ

ムが提供されるようになることから、そのような社会を構

成する個人や団体は、概して AI ネットワークシステムの

利用者として社会に参画するということが不可避となり

ます。個人や団体がこのような社会に参画するために

は、翻って言えば、あらゆる個人や団体をこのような社

会に「包摂」するためには、あらゆる個人や団体が AI ネ

ットワークシステムを少なくとも手頃な条件で安心して安

全に利活用できるよう、現実の又は潜在的な利用者の

利益が保護されることが必要となります。 

 

また、先ほど御説明いたしましたように、AI ネットワー

クシステムの便益は、AI ネットワーク化の進展に伴い、

AI システム相互間又は AI システムと他のシステムとの

連携・協調の効果に加えて、いわゆる「ネットワーク効果」

も相俟って、その質や量が飛躍的に高まり得るとともに、

空間を越えて広く波及し得るものであります。このことか

ら、逆説的ではありますが、AI ネットワークシステムの便

益を高めるためには、利用者が増えることが効果的とな

ります。利用者を増やすためには、社会における受容性

を高めることが必要となり、そのためには、良好な条件

で安心して安全に利用できるよう、現実の又は潜在的な

利用者の利益が保護されることに加えて、リスクの顕在

化及び波及が抑制されることも必要となります。 

 

これらのことを踏まえ、総務省情報通信政策研究所

は、「AI ネットワーク社会推進会議」において昨年の 12

月に AI ネットワーク 

化のガバナンスの目的に関する考え方を中間的に取り

まとめて、公表いたしました。 

 

AI ネットワーク化のガバナンスに当たっては、まずは

AI ネットワーク化の健全な進展を確保し促進しなければ

ならないため、AI システムに関しイノベーティブな研究開

発及び公正な競争を確保することが前提となります。研

究開発や競争行為を萎縮させないようにする見地から

は、AI ネットワーク化のガバナンスは、少なくとも具体的

な弊害の蓋然性が顕在化するまでは、非規制的かつ非

拘束的なものとすべきと考えられます。その際には、技

術的特性や関係者の責任分担の在り方を勘案したもの

とすることが必要であると考えられます。なお、これは、

AI システムの用途を問わない共通事項に関する総論的

なガバナンスに関する考え方であり、例えば自動走行

車や医療機器など人の生命や身体、財産など重要な権

利利益又は社会の安全や秩序など社会的利益に害悪

をもたらし得るリスクをはらむ AI システムのガバナンス

については、その用途や関連する事情に応じて、つかさ

つかさで、領域固有の規制その他の法制度が国内で又

は国際的に検討されるべき場合もあることは、当然のこ

とであります。 

 

以上を要するに、AI ネットワーク化のガバナンスは、

少なくとも具体的な弊害の蓋然性が顕在化するまでは、

あくまでも非規制的かつ非拘束的な国際的枠組みにお

いて、イノベーティブな研究開発及び公正な競争の下で

の AI ネットワーク化の健全な進展を通じて、AI ネットワ

ークシステムの便益を増進するとともにリスクを軽減す

るものとすべきであると考えられ、このようなガバナンス

の目的は、直接的目的としては、あらゆる個人や団体

の社会における「包摂」の見地並びに社会における受容

性の向上及びこれに裏付けられる利用者の増加の見地

から、現実の又は潜在的な利用者の利益を保護すると

ともに、リスクの顕在化や波及を抑制することを掲げ、

究極的目的としては、これらを通じて人間中心の社会の

形成に資することを掲げるべきであると考えられます。 

 

7.「知」から「智」へ 
 

この人間中心の社会の形成に向けて目指すべき社

会像としては、「智連社会」（Wisdom Network Society 

【ＷＩＮＳ】）が提唱されております。 

 

目指すべき社会像としての「智連社会」について御説
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明する前に、AI ネットワーク化の進展に伴い、社会全体

を主導する鍵となるものが「知」（すなわち「知識」

（Knowledge））から「智」（すなわち「智慧」（Wisdom））へ

と移っていく潮流を次のスライドにより御説明いたします。 

 

インターネットの普及など情報通信分野の発展を通じ

て、データ・情報・知識（Data/Information/Knowledge）

は、国境を越えて利活用されるようになりました。我が

国においては、2000 年には、今後形成すべき社会像と

して、データ・情報・知識の流通に着目した社会像であ

る 「 高 度 情 報 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク 社 会 」 （ Advanced 

Information and Telecommunications Network Society）

が法律上規定されました。また、2007 年及び 2013 年に

は、閣議決定において、2030 年までに形成すべき社会

像として、「知識」（Knowledge）が社会を主導する「知識

社会」（Knowledge-Based Society）が掲げられました。 

 

これらの社会像の実現に関する潮流と並行して AI ネ

ットワーク化が進展していくことに伴い、センサ等から収

集され、又はインターネット等を流通するデータ・情報・

知識がAIシステムにより解析され学習され、新たなデー

タ・情報・知識が創出され、これが更に情報通信ネットワ

ークにより流通して、他のデータ・情報・知識と連結され

て活用できるようになる結果、「人間や社会の在り方を

構想し、その実現に向けた課題を解決するための人間

の能力」が高まるとともに、この人間の能力が直接的又

は間接的に空間を越えて連携して機能するようになるこ

とにより、社会を主導する鍵となることが期待されます。

この人間の能力こそが「智慧」（Wisdom）であります。 

 

8.目指すべき社会像としての「智連社
会」 

 

このように AI ネットワーク化の進展に伴い社会を主

導する鍵となるものが「知」から「智」へと移っていく社会

全体の潮流を踏まえ、AI ネットワーク化の進展を通じて

形成すべき人間中心の社会について、その目指すべき

社会像として「智連社会」（Wisdom Network Society【ＷＩ

ＮＳ】）が提唱されております。「智連社会」とは、人間が

AI ネットワークシステムと主体的に共生して、データ・情

報・知識を自由かつ安全に創造・流通・連結して人間の

能力たる「智慧」の連携、すなわち「智のネットワーク」

（Wisdom Network）を形成することにより、社会のあらゆ

る分野においてヒト・モノ・コト相互間の空間を越えた協

調が進展し、創造的かつ活力のある発展が可能となる

社会であります。このような人間中心の「智連社会」の

形成に向けて、AI ネットワーク化のガバナンスの在り方

を国際的に議論していくことが必要であると考えられま

す。 

 

9.AI ネットワーク化がもたらすリスク 
 

人間中心の「智連社会」の形成に向けては、あらゆる

個人や団体の社会における「包摂」の見地に加えて、社

会における受容性の向上及びこれに裏付けられる利用

者の増加の見地から、現実の又は潜在的な利用者の

利益を保護するとともに、リスクを顕在化させず、また波

及させないようにすることが必要であり、そのためには、

イノベーティブな研究開発及び公正な競争の下で AI ネ

ットワーク化を健全に進展させ、これを通じて AI ネットワ

ークシステムの便益を増進するともにリスクを軽減する

ことが必要となります。時間の都合上、イノベーティブな

研究開発と直接的に関係する事項である「便益」自体の

展望については別の機会に委ねることとして、ここでは、

AI ネットワーク化が社会・経済にもたらすリスクの内容

及びこれに対する対応の在り方について御説明いたし

ます。AI ネットワーク化が社会・経済にもたらすリスクと

してどのようなものがあるのかを分析して整理した結果

を示すものがこのスライドであります。 

 

このスライドにおいては、AI ネットワーク化が社会・経

済にもたらすリスクを、AI ネットワークシステムの機能が
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適正に発揮されないことによる技術的なリスクと、AI ネッ

トワークシステムの使われ方により権利利益や法制度

が害されるという社会的なリスクとに大別した上で、それ

ぞれの代表的なものが挙げられております。 

 

機能に関する技術的なリスクとしては、AI システムな

らではのリスクである不透明化や制御喪失のリスクの

ほか、AI システムと情報通信ネットワークとの接続に伴

い生じ、又は増大するリスクであるセキュリティや情報

通信ネットワークに関するリスクが挙げられております。 

 

使われ方により生ずる社会的なリスクとしては、事故

や犯罪のリスク、プライバシーに関するリスクなど主に

個人の個別的な権利利益に関するリスクのほか、人間

の自律と個人の自律に関するリスクや民主主義・統治

機構に関するリスクといった社会全体に広く及ぶリスク

が挙げられております。 

 

これらのリスクの中には、AI システムの機能不全によ

る事故のリスクのように、技術的なリスクと社会的なリス

クの両面を併せ持つリスクもあります。 

 

これらのリスクについては、観念的に捉えるだけでな

く、AI システムの具体的な利活用の場面を想定したユー

スケースに基づき、具体的にどのようなリスクが生ずる

のか、またそれをどのように評価し、管理し、開発者と利

用者などとの理解の共有を図るべきなのかといったこと

を検討することが必要であり、総務省情報通信政策研

究所は、「AI ネットワーク社会推進会議」において今後

継続的に検討を進め、その成果を国内外に発信し、国

内外の議論に貢献していく考えであります。 

 

10.今後の課題 
 

 

 

 

 

これらのスライドには、AI ネットワーク化に関連する社

会的・倫理的・経済的・法的課題を掲げております。イノ

ベーティブな研究開発及び公正な競争の下における AI

ネットワーク化の健全な進展の見地、便益の増進の見

地、リスクの軽減の見地、あらゆる個人・団体の「包摂」

など現実の又は潜在的な利用者の利益の保護の見地、

リスクの顕在化や波及の抑制を通じた社会的受容性の

向上の見地、そして人間中心の社会の形成の見地から

見た 20 項目の課題が挙げられておりますが、個別の御

説明は、時間の都合上、別の機会に委ねます。 

 

11.開発のガバナンスと利活用のガバナ
ンス 

 

これら 20 項目の課題の中でも、総務省情報通信政策

研究所が「AI ネットワーク社会推進会議」において特に

先行的に検討を進めているのが第一の課題、すなわち、

「AI 開発ガイドライン」の策定に関する課題であります。

ここで御注意いただくべきは、第一に、「AI 開発ガイドラ

イン」は、我が国を対象として総務省又は日本政府が策

定するものではなく、また、我が国において先行的に策

定して試行的又は本格的に導入したものを国際的に展

開しようとするものでもなく、あくまでも当初から国際的

に共有される枠組みとして国際的な議論の下で策定さ

れるべきものあること、第二に、「AI 開発ガイドライン」は、

規制や拘束的な制度ではなく、あくまでも AI システムの

開発に当たり留意することが期待される事項を掲げる

非規制的で非拘束的な国際的指針として策定されるべ

きものであることであります。総務省情報通信政策研究

所は、「AI ネットワーク社会推進会議」においてこの国際

的指針の策定に向けた国際的な議論の用に供するた

めの案を作成して、国内外に広く発信することにより、国

際的な議論に貢献していく考えであります。 

 

昨年の 4 月 29 日・30 日に香川県高松市において G7

情報通信大臣会合が開催されました。その会合におい
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て、我が国の高市総務大臣から、AI ネットワーク化の進

展が社会にもたらす影響やリスクを踏まえ、AI システム

の中でも特に情報通信ネットワークに接続され得るAIシ

ステム（AI System to be Networked）を対象として、その

開発に当たり留意することが期待される事項を「AI 開発

原則」として整理し、その原則を中心とする非規制的で

非拘束的な指針として「AI 開発ガイドライン」を策定して

国際的に共有すべきではないかという提案をしたところ、

参加各国から賛同を得ることができました。 

 

これを受け、総務省情報通信政策研究所において検

討を進めましたところ、現時点では、このスライドに掲げ

る 9 項目を「AI 開発原則」とするという案が差し当たり得

られております。ただし、「AI 開発原則」の構成及び内容

については、「AI ネットワーク社会推進会議」において今

後更に検討を進める予定であります。 

 

これら 9 項目の原則は、AI ネットワークシステムの機

能に関し開発者が技術的に留意することが期待される

事項に関する原則である第一原則から第八原則までと、

開発者が利用者など他のステークホルダに対し人的に

果たすことが期待される原則である第九原則とに大別さ

れます。 

 

技術的に留意することが期待される事項に関する原

則は、リスクの抑制のみに関連する原則だけではありま

せん。第一原則としている「連携の原則」は、主に AI ネ

ットワーク化の健全な進展の促進及びこれを通じた AI

ネットワークシステムの便益の増進に関連する原則とし

て掲げられております。ただし、この原則は、リスクの抑

制に関する複数の開発者の取組が相互に調和して有

効に機能することをも期するものである点において、リ

スクの抑制にも関連する原則であります。 

 

その上で、第二原則から第七原則までにおいては、

透明性、制御可能性、セキュリティ、安全、プライバシー

及び倫理的問題に関するリスクの抑制に主に関連する

原則が掲げられております。 

 

これら 7 項目の原則を補完する第八原則として、利用

者による AI システムの操作の支援に向けて開発者が技

術的に留意することが期待される事項に関し、「利用者

支援の原則」が掲げられております。 

 

また、AI システムに関する便益やリスクについては、

その開発者が利用者や社会に対して説明責任を中心と

するアカウンタビリティを果たすことが期待されておりま

す。そこで、第九原則としては、第一原則から第八原則

までに関連して開発者が利用者等ステークホルダに対

し果たすことが期待される説明責任等に関し「アカウン

タビリティの原則」が掲げられております。 

 

ここまでは開発のことばかり申し上げておりましたが、

AI システムは、その利活用を通じてその出力やプログラ

ムが変化する場合があることを踏まえると、「AI 開発ガ

イドライン」を国際的に共有すること等による開発に関す

るガバナンスと相互に補完し合うものとして、AI ネットワ

ークシステムの利活用に関するガバナンスについても

併せて検討して、国際的な議論を推進すべきものと考え

られます。 

 

利活用に関するガバナンスは、AI ネットワークシステ

ムの利用者、具体的には AI ネットワークシステム又はこ

れを用いたサービスの最終利用者たる個人や団体のほ

か、他人が開発した AI システムを情報通信ネットワーク

に接続して最終利用者等にサービス（AI ネットワークサ

ービス）を提供するサービスプロバイダが名宛人として

想定されるものであり、その内容は、利用者の種別に応

じて異なり得るものと考えられます。 

 

ここで開発者と利用者の関係は、場面ごとに決まる相

対的なものであり、最終利用者以外の者については、あ

る場面では開発者として、別の場面では利用者として、

それぞれのガバナンスの名宛人となり得るものと考えら

れます。 

 

これら開発に関するガバナンスと利活用に関するガ

バナンスとを相互に補完し合うものとして確立することに

向けて国際的な議論を推進するため、「AI ネットワーク

社会推進会議」において今後検討を進めていく予定で

あります。 

 

AI ネットワーク化に関するガバナンスの在り方に関す

る議論については、各国の AI システムの開発者のほか、
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AI システムに実装され又は AI システムと接続されるシ

ステムのソフトウェアやハードウェアの開発者、システム

インテグレーター、AI ネットワークサービスのプロバイダ、

最終利用者となる個人や団体、関係する分野の理工系

又は人文・社会科学系の研究者など有識者、各国の政

府や国際機関、そして現実の又は潜在的な最終利用者

から構成される市民社会や経済界といった様々なステ

ークホルダの参加が期待されております。つまり、これ

らステークホルダ相互間のコミュニケーションを通じたコ

ンセンサスの形成、そしてベストプラクティスの共有が強

く期待されております。総務省情報通信政策研究所は、

これらステークホルダ相互間の国際的な議論に貢献す

るため、「AI ネットワーク社会推進会議」において検討を

進めているところであります。 

 

本御報告は、以上のとおりであります。御清聴ありが

とうございました。 
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子のミニコンからの撤退に伴い Digital Equipment Corporation（DEC）Japanに転籍、通産省第五世

代コンピュータプロジェクトの担当を務める中で、人工知能（AI）分野の知見を修得、1986 年から、米国マサチューセッツ州の DEC 

米国本社人工知能技術センターに 5 年間勤務。1991 年日本 DEC に帰任後は、取締役マーケティング本部長を務める。その後複

数の米国系 IT企業の日本法人代表を務めた後、2003年 4月、Google 米国本社 副社長兼 Google Japan 代表取締役社長として 

Google に入社以来、日本における Google の全業務の責任者を務めて来たが、2009年 1月名誉会長に就任、2011年 1月 1日

付けで退任し、村上憲郎事務所を開設。現在、（株）エナリスの代表取締役会長、（株）ブイキューブの社外取締役、（株）ウエザー

ニューズの社外取締役、社団法人野菜プラネット協会理事長、等も務める。京都大学で工学士号を取得、現在、大阪工業大学客

員教授、会津大学参与及び東京工業大学学長アドバイザリー委員に従事。総務省「ＡＩネットワーク社会推進会議」構成員。

 

1.はじめに 
 

 村上憲郎と申します。私のことは、どちらかというと民

間やビジネス代表と思っていただければ良いかと思い

ます。先ほど総務省の福田さんから AI ネットワークにつ

いてのお話があり、スタンドアローンの AI については

Budish さんと Veale さんにかなり詳細な分析をしていた

だいたので、私は福田さんがお話されたネットワーク化

された AIについて少し意見を申しあげたいと思います。 

 

 AI の前にインターネットという先行者があります。もち

ろんこのアナロジーはパーフェクトなアナロジーではあり

ませんが、「AI ネットワーク」という言い方をした時に、

我々はインターネットのこれまでの歴史から多くのことを

学べるのではないかと思います。スタンドアローン AI の

先にネットワーク化された AI というものを考えようとする

と、当然ながらインターネットを使ってネットワーク化され

ていく AI が想定されると思われます。その意味からも、

AI に関してはインターネットという先行者から学ぶ必要

があるのではないかと考えているのです。 

 

2.インターネットのガバナンスの歴史 
 

 インターネットの開発、特にプロトコルに注目してみる

と、誰が始めたのか、オーナーシップは誰だったのかと

いう点は若干AIとは異なるかもしれません。しかし、アメ

リカ国防総省の DARPAの存在は引き続き AIの分野で

も無視できないと思われます。いずれにしても現在のイ

ンターネットの開発は、ARPANetと言う形で始まりました。

それが次第に、多様なステークホルダーや開発者の意 

 

見を求めるという形を取り入れて行きました。ここで押さ

えておきたいのは、最終的に 1984 年から連邦政府から

の自立のようなことが始まり、ARPAnetという形でスター

トしたインターネットが、1990年には、ARPAnetは、最終

的にシャットダウンされ、インターネットは民間にその管

理が、完全に移管されたということです。もう一つ重要な

のは、1991年に CERNの Tim Berners-Leeのチームが

HTTP と HTML というものを出し、新しい時代へと入って

いくことになったことです。このプロセスを通し、DARPA

の時代から www という時代を迎える中で、よりガバメン

トから自立した形の組織、すなわちしっかりとした自己ガ

バナンスが生まれたのです。最終的に、スポンサーとし

ての国家による特にセキュリティ分野におけるサポート

と、インターネットガバナンスフォーラムというものができ

たわけですが、ユナイテッドネーションズというオーソリ

ティがサポートしているという構図が引き続き残っている

ということも覚えておく必要があると思います。 

 

3.AIネットワークの時代 
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 ではこの AI ネットワークの時代になった時どのように

すれば良いかということは、グローバル化、トランスナシ

ョナル化、つまり、国民国家からの独立、に尽きるだろう

と思います。つまり、プライベートセクターオリエンテッド

なガバナンスの仕組みを作らせていただきたいというこ

とです。ただし「民間に好き勝手にやらせてくれ」というこ

とだけを言うつもりはありません。ここにあげている 7 原

則は、ISO26000 の中で世界中のあらゆる組織が社会

的責任を果たすためのビジネスプリンシプルとしてある

程度受け入れているものです。当然この 7 原則を十分

踏まえた上でではありますが、「民間にできる限り勝手

にやらせてください」と申し上げているのです。 

 

 インターネットにおいて、IoT というものが進行中です。

IoT の T はシングスすなわち「モノ」ということですが、当

然ながら、スマートシングスが想定されます。その意味

で、I はもしかするとインテリジェンスかもしれないと考え

ることができます。インターネットの新たな展開としての

IoT において、エッジコンピューティング、フォグコンピュ

ーティング、そしてアグリゲイトコンピューティングといっ

た新しい議論が始まっています。これらをオープンにデ

ィスカッションするそれぞれのコンソーシアムが幾つか

出来上がりつつあります。いづれも、従来の遠隔地のデ

ータセンターをベースとしたクラウドに加えて、近接した

ところでのデータセンター、いわゆるクラウドレット、をど

う技術的にポジショニングしていくかということはニュー

イシューとして考えていく必要があるでしょう。この点も、

ネットワーク化された AIを議論する上で、共通の問題意

識だと思います。ご清聴ありがとうございました。 
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パネルディスカッション  

セッション 3「AI：健康とバイオメディカル倫理」

 

パネリスト 

大田佳宏 (東京大学大学院数理科学研究科特任教授、株式会社 Mercury代表取締役社長兼 CEO) 

モデレーター 
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「AIスマートロボットシステム」 

大田 佳宏 

東京大学大学院数理科学研究科特任教授、株式会社Mercury代表取締役社長兼CEO 

東京大学大学院理学系研究科情報科学専攻修士課程修了。ＩＢＭ東京基礎研究所, 日立製作

所中央研究所、東京大先端科学技術研究センターなどを経て現職、博士（数理科学）（東京大

学）、総務省「ＡＩネットワーク社会推進会議影響評価分科会」構成員。医薬品分野の人工知能、IoT

スマートロボットシステム、センシング、ビッグデータ解析に関して革新的技術を実用化する研究開

発を行っている。

1.はじめに、遺伝子の転写 

  

大田佳宏と申します。私たちは今、時空間解析、DNA

の時空間解析をテーマに研究、開発を進めております。

人の体というのはだいたい 60 兆個の細胞から成ってい

ますが、その 60 兆個の細胞の中には細胞核というもの

があり、その細胞核の中には DNA が含まれ、さらにそ

の DNA の中に遺伝子が点在しています。遺伝子は、近

年の医学系の研究では、いわゆるエピジェニティクスと

いわれる分野が注目されています。DNA の配列は変わ

らなくても、メチル化、アセチル化の修飾によってかなり

の割合で病気が起きていることが分かっています。有名

な例だと、癌や糖尿病などがあります。そのため、遺伝

子の修飾と疾患との関係を解明することで新しい薬に

繋がるのではないかという流れになってきています。 

 

その一方で、遺伝子のトランスクリプション、すなわち

遺伝子の転写、と呼ばれる現象では、このように PolⅡ

というタンパクが DNA を読んでいくのですが、病気との

関係のメカニズムが毎回不安定で、解明が進みにくいと

いう現状です。最大の理由は、遺伝子の読まれるスピ

ードにあります。人が生まれたときのみにDNAが役割を

果たすとも限らず、毎日毎秒我々の体の中で DNA が読

まれているのです。その読まれている DNAでミスが起こ 

 

ると病気になるというわけです。ここで、先に申し上げた

ようにスピードがひとつ問題です。例えばその DNA30個

の塩基というものを読むのにかかる時間は、我々の計

算ではだいたい 0.2秒です。 

 

2.実験の高密度化 
 

これほど速いスピードで人の遺伝子というのは読ま

れており、解明するためには実験をより高精度に、高密

度に行わなければならないのです。そのため、時間と空

間という観点において、実験を高密度化しようとしており

ます。まず、空間に関しましては現在高速シーケンサー

というものが出ております。すなわち、空間に関しては

高密度化は比較的イージーであるということです。しか

し一方の時間に関しては、時間間隔を短くするというの

はかなり難しいのです。というのも、実験は人の手によ

って進められているからです。医学系の研究者が色々

な組み合わせのプロトコルを使って実験を進めるわけで

すが、その時間間隔を 5分、3分、1分と縮めていきます

と、やはり限界が出てくるのです。また、実験は時間や

温度、滅菌状態を管理しながらおこなう必要があるため、

人の手では限界が出てきています。では、複数の人が

並んで順番におこなえば早く出来るのではないかと考え

実験をおこないました。日本ではこのやり方を信長の鉄

砲隊というとご理解いただけるかもしれません。結果、
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描いたデータが振動しており、遺伝子が振動しているか

に見えたのですが、Aさん、Bさんに分けてデータを取る

と、実はそれぞれがリニアに上がっていただけということ

が分かりました。こういうことを考えると、やはりこれまで

色々な方がやっていた実験データというのが正しかった

のかという問題が出てきます。また、製薬企業というの

は新しい薬を作るためにこのような実験が非常に重要

なので、ひょっとすると新しい薬を作るチャンスを逃して

いたのではないかという懸念も生まれてきます。 

 

3.AIスマートロボット 
 

そこで我々は AI のスマートロボットというのを開発し

ています。これは現在医学系の研究室において動いて

いる人型のものです。速い、正確、ノースリープ・ノーバ

ケーション、すなわち出来るだけ長く動いてくれる、とい

うのが特徴です。AI のところは我々数理科学研究科で

ビッグデータ解析、ディープラーニング、シミュレーション

をおこなっております。この作業自体は、共同研究の医

学系の研究者たちが AI に教えて真似をさせる、それか

ら行動を最適化させていくという形で進めます。 

 

カメラによって人より視力もよく、そしてサンプルに与

えるストレスという点も最新のセンシティングテクノロジ

ーを使うとかなり軽減できます。電圧も 100 ボルトで動く

ため、かなりセーフティーな稼働が可能なのです。我々

が東京大学発のベンチャー企業を立ち上げてからまだ

数か月ですが、主要な製薬企業さんから受注を頂いて

おります。 

 

他の方のお話の中でも出ておりました AIネットワーク

に関しては、例えばこういうコンピューター、ロボットをス

マホでネットワーク化することで複数のロボットを協調的

に動かすことができるという点が特徴です。このことは、

シンプルで数の少ないパターンの組み合わせであった

従来の産業ロボットから、協調してより複雑な作業がで

きるシステムへと発展したことを意味します。製薬企業さ

んはグローバルな企業が多いため、日本、アメリカ、イ

ンド、中国、ヨーロッパの国々において同じようなロボッ

トで研究開発化したいという要求があります。 

 

4.神の手の再現、おわりに 
 

AI のネットワーク化というのは非常にキーとなります。

時間もございませんが具体例として、製薬企業さんの神

の手と呼ばれるテクニックについて挙げたいと思います。

新しい薬を作る上で、エキスパートテクニック、いわゆる

神の手と呼ばれるテクニックがあります。例えば、特定

の人しかできないような細胞の生成等です。この神の手

が新しい薬を作るためのカギを握っている訳なのですが、

なかなか継承者がいないという問題があります。 

 

そこで AI ロボットでこの神の手を再現できないかとい

う依頼を受けました。最初はモーションキャプチャー等を

使ってデータをインクルードし、そこから幾何学データ解

析、カオス解析、ディープラーニングをすることでその作

業の最適化をおこないます。エキスパートテクニックの

どこのフェーズ、ダイナミクスが重要なのかを抽出できる

のです。抽出したものをロボットに再現させ、そして安定

的に継承させようとしております。専門家の知識が AI ロ

ボットを通じて再現できるようになっていきますと、強化

学習の手法を使い、複数のロボットを並べて探索空間を

縮めながら、よりよい練習をほぼ 24時間することが可能

ということになります。最終的には現在重要なテクニック

を持たれている専門家を AI ロボットは超えられると考え

ています。 

 

これまで薬となる化合物の候補は 10 の 60 乗個ある

と言われてきました。10の 60乗個というと、宇宙の星の

数が 10 の 23、4 乗くらいなので、圧倒的に多いというこ

とがお分かりになると思います。したがって、私たちは AI

ロボットを活用することで新しい薬、イノベーティブな薬

を作ろうとしております。以上です。ありがとうございます。 
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パネルディスカッション 
  
 

セッション 4「AI：労働、クリエイティビティ、著作権」

ö Ö

パネリスト 

前田 英作 (日本電信電話株式会社コミュニケーション科学基礎研究所、所長) 

石黒 浩 (大阪大学、教授) 

モデレーター 
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「AI、ビッグデータ、IoTによる未来」 

前田 英作 

日本電信電話株式会社コミュニケーション科学基礎研究所、所長 

1961 年浜松市生まれ。東京大学で生物学の修士号と数理工学の博士号を取得。神経科学から

パターン認識、コンピュータビジョン、自然言語処理、機械学習など、幅広い分野の研究に従事。

共著者は「わかりやすいパターン認識」（オーム社）、「コミュニ ケーションを科学する」（NTT 出版）、

「環境知能のすすめ」（リミックスポイント）など。 

 

1.はじめに 

 NTT コミュニケーション科学基礎研究所の前田でござ

います。NTTには持株会社の下に 12の研究所があり

ますが、私が所属しているこの研究所は、その中で情

報系の基礎研究を担っています。ですから ICT技術に

関する先端技術の開発が研究所の主たるミッションで

あるわけですが、もう 1つの大きな責務として、情報技

術の将来像をデザインするということがあります。 

 

 本日は技術の話はいたしません。先に結論を申し上

げますと、AI、ビッグデータ、IoTによる未来社会がどう

なるかという私からのメッセージは次の 2つです。1つは、

いま私たちに見えている将来像は、恐らくごく一部でし

かないということです。すなわち、現在マスメディアでな

されている様々な報道や研究者の予測は、我々が将来

体験する未来のたったごく一部でしかないでしょう。つま

り、今の我々には想像もつかないような将来像がこれ

からたくさん出てくる、これが 1つ目のメッセージです。2

つ目のメッセージは、AI と人間は融合に向かう、あるい

は融合がすでに始まっているということです。ハード的

な融合はなかなかイメージしにくいかもしれませんが、

ソフト的にはすでに融合が始まっていて、我々人間は

AIによってすでに侵され始めています。逆に AIが人間

によって侵され始めているとも言えます。AI と人間の侵

され方にはしきい値というものが存在するわけではあり

ません。つまり、ある日突然 AIに侵蝕されて生活が変

わるのではなく、少しずつ少しずつ徐々にお互いが侵さ

れ合うのです。 

2.デジタル化とネットワーク化 

 では、このような将来が訪れようとしている中で、情報

技術の果たしている役割をつかんでおく必要がありま

す。技術開発の歴史における大きなポイントは、これか

ら申し上げる 2点だと思います。大きなトレンドは 30年

ごとに変化してきました。1950年代におけるアナログ電

子機器の普及にはじまって、1980年代のデジタル化、

2010 年代のネットワーク化です。ここで注意したいのは、

画像の解像度が良くなったり、音質が良くなったりという

ことがデジタル化の本質ではないという点です。デジタ

ル化によって実現されたこと、それは全く同じものを複

製することが可能になったという点にあります。これは、

アナログの世界では決して実現することができないこと

です。さらにその後のネットワーク化によって、複製され

たあらゆるデータや情報の集積・分配が実現しました。 

 

 これら２つのことが今我々が直面している大きな社会

的課題を解く技術上のポイントになります。しかし、いく

ら人間が賢くてもできないことがあります。例えば物理

法則を変えること、超えることはできないでしょう。また、

生物としての人間には、生物学的に規定されている限

界というのもがあるでしょう。DNAの編集ができる時代

になり、人間自身を少しずつは変えられるかもしれませ

ん。けれども人間の寿命が 100年から 1000年に一気に

伸びるとか、人間の手足が 4本から急に 10本になった

りする時代は、すぐに訪れることではないでしょう。 

3.想像を超える未来 

 一方で、できるようになってしまうこともきっとたくさん

あって、その中には、我々の想像をはるかに超えたも

のもたくさんあるにちがいありません。ロボットと結婚す

る時代が来るかもしれない、と真面目な顔をして言った

大学生がいました。そんなことは SFの世界の話しだろ

うと思うのですが、しかしよく考えてみると、比較的近い

将来に十分あり得ることかもしれないということに気が

つきました。まず、ロボットと結婚しても子孫を残すこと

ができないから生物種としての人間が存続できないの

ではと考えるかも知れません。しかし、生殖医療の進歩

によってパートナーがいなくても自分の子孫を残すこと

が容易に可能になっています。次に、社会制度の観点

でも同性同士の結婚が世界的に容認されつつあります。

さらに、パートナーに求めるものが心の通い合いである

とすれば、最近の若い世代にとってはなおさら人間であ
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る必要はないのかもしれません。ですから、結婚の相

手がロボットであっても何ら不思議ではないわけです。 

 このように考えていくと、我々が今まで文化人類学の

世界で論じていた様々な理論に代わって、AIやロボット

を交えた新しい文化人類学というものが今後必要にな

ってくるのではないかと思うわけです。 

 

4.4つの AIデザイン 

 NTTグループでは、corevoⓇというAIの企業ブランドを

立ち上げました。本日は corevoの詳しい説明をする時

間はありませんが、そのブランドの設計・デザインをす

るときに考えた 4つの AIについてお話しいたします。1

つ目はエージェント AIです。これは、例えば、受付や秘

書の代わりをするエージェント、コミュニケーションロボ

ットなどを実現する AIです。2つ目は、アンビエント AI、

日本語では環境知能と訳されますが、人、もの、環境情

報など森羅万象に関する情報を対象としたAIです。3つ

目はハートタッチング AI といって、人間の心や情動、あ

るいは人間の身体そのものに関わるような AIのことで

す。最後に、巨大なネットワークを介したネットワーク AI

というものがあります。 

 

 本日は最初の 2つ、エージェント AI とアンビエント AI

に関して簡単にご紹介させていただきます。まず、エー

ジェント AIについてですが、これは人間の発するあらゆ

る情報を全て捉え、そこから人間の意図や感情を理解

するという技術です。将来的には、お客様センター、コ

ンタクトセンター、レセプションデスク、高齢者の支援、

秘書といった仕事が徐々にエージェント AIに取って代

わられるかもしれません。さらにその先の将来にはヒュ

ーマンクローンというものができるでしょう。ヒューマンク

ローンは物理的なクローンではなく、ソフト的なクローン

です。例えば、A教授の知識をパッケージしたパラメー

ターセットが商材・商品として売られる時代が来るかもし

れません。あるいはBさんの持っている感情を実現する

ようなパッケージが将来、マーケットに出てくるかもしれ

ません。要するに、パッケージを買って、ロボットやコン

ピューターに入れるとその情動・感情を再現することが

できるのです。こういったことはそう遠くない将来に実現

されるのではないかと思っています。 

 

 もう 1つのアンビエント AIは、もの・ヒト・自然を読み解

き、瞬時に予測・制御することができ、ある意味でいま

流行りの IoTを実現した将来像とみることができます。

この AIによって災害の予測や復旧、都市交通制御、自

動運転、故障予知、農業生産の制御といったことが可

能になり、比較的近い将来、現実的なものになってくる

と思います。このアンビエント AIは、実は世界中で起こ

っている全てのことが可視化され、制御できるような時

代がいつかやって来るということを指しているのです。

改めて申し上げると、ここで重要な点は、あらゆるデー

タの記録、複製、集積・分配が基本にあるということで

す。 

 

5.世界観の変化 

 
 AI、ビッグデータ、IoTによって実現されるかもしれな

い未来は、これまでの世界観とどう変わるのかを図にし

たものがこちらです。アンビエント AI というのは、世界で

起こったものを計測・センシングします。そのデータを分

析し、その分析されたデータを実装もしくはフィードバッ

クしてもう一度計測に回すというのが従来のやり方でし

た。ところが、ビッグデータの時代になると大きく変わり

ます。センサによって世界が単に計測するのではなく、

観測されたデータはその場で解読、ディコーディングさ

れます。極めて知能化・AI化したセンサーデバイスが世

界中にあふれるようになることによって、そこで行われ

るのは単なる計測ではなく、解読がおこなわれ、そして

取ったデータを分析するのではなく、探索するという作

業がおこなわれます。これまでに溜めてあったビッグデ

ータあるいはクラウド上にある様々なもの、また、ネット

ワークAI上に分散、蓄積しているものから知識を得、解

読した結果を合わせて次に回すため、探索という作業



 

"AI for Social Good" @Waseda university 2017  55 

が必要になるのです。フィードバックは単に実装に用い

られるのではなく、デザインが行われます。こういったあ

る種のエコシステムを回すことによって、世界観が大き

く変わるだろうと予測できます。 

 

 別の事例で申し上げますと、現在の純粋基礎科学の

研究現場で行われている作業や研究の状態が大きく変

わりつつあることが挙げられます。昔研究者が半年、あ

るいは 1年掛けてようやく集めたデータが、今は一週間

から一か月で簡単に集められる時代が来ています。こ

れまではサイエンスの現場で基礎研究としておこなわ

れてきた研究結果をエンジニアリングに回すとき、何か

新しい科学的知見が出るのを待っている間にエンジニ

アリングでどう利用できるかと考えていました。しかし今

はエンジニアリングのデザインを考えるときにサイエン

スの現場ではどういったデータがどれくらいのコストで

取れるのかということをセットで考えなければならない

時代が来ています。これは、基礎科学、ピュアサイエン

スとエンジニアリングとの距離が非常に近くなってきた

ということを意味しています。 

 

6.おわりに 

 
 将来こういう世界がくるだろうという予測を象徴的にま

とめた図がこちらです。専門家でない普通の人が、顕微

鏡や望遠鏡を覗くように、世界の情報を手軽に見ること

ができるようになるでしょう。音やカメラの画像を見るの

でなくて、解読された様々な情報をここで見ることができ

る、さらにその情報を触ってマニピュレート、制御するこ

とも可能になります。 

 

 最近の小さい子どもは、言葉も大して話せないのにタ

ブレットで YouTubeを自分で探して見るようなことをする

わけですが、将来このように 2、3歳のお子さんが世界

の解読された情報を見て、さらに操作までできるように

なるでしょう。これが究極の将来像で、技術が進歩する

ことによってこのような時代が来るのではないかと考え

るわけでございます。そういう時代に向けて、今私たち

が何を準備すべきなのか、そのことを真剣に考えてい

かなければならないでしょう。ご清聴どうもありがとうご

ざいました。 
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「アンドロイドと未来」 

石黒 浩 

大阪大学、教授 

1991 年大阪大学大学院基礎工学研究科博士課程修了。工学博士。その後、京都大学情

報学研究科助教授、大阪大学工学研究科教授等を経て 2009年より大阪大学基礎工学研究

科教授。ATR 石黒浩特別研究所客員所長。専門はロボット学、アンドロイドサイエンス、セン

サネットワーク等。2011年大阪文化賞受賞。2015年文部科学大臣表彰受賞。

1.はじめに 

 石黒浩です。本日は「アンドロイドと未来」というタイト

ルでお話したいと思います。私はロボットを専門にやっ

ているのですが、目的は「人を理解する」ということです。

多分、ここが他のロボット研究者と違う点かもしれませ

ん。私は認知科学の知識に基づいて人間らしいロボット

の開発をし、そして開発したロボットを使って認知科学

や脳科学の仮説を検証する、というようなことをおこなっ

ています。 

 

 私が 2000 年くらいから研究をしてきたのは、ヒューマ

ン・ロボット・インタラクションと呼ばれる分野です。また、

アメリカやヨーロッパの人たちと国際的に開業するなど、

色々なことをしてきました。最も新しい技術は、この「エ

リカ」というロボットです。ただし、私は女性のアンドロイ

ドだけを作っているのではなく、私自身のコピーや、子

どものロボットなど、多様なロボットを作っています。こ

のエリカというアンドロイドは、音声認識などの技術を全

て統合して自律的に、その上複数の人と対話ができる

機能を備えています。現在は国の研究費をもらいなが

ら、改良しているところです。 

 

このようなロボットを研究していると、人間についてい

くつか考えることが出てきます。本日は、もう一度人間

について考えてみたいと思います。スライドで丸、円は

人間を示します。 

2.遺伝子と技術  

 人間には 2 つの進化の方法があります。遺伝子と技

術です。技術による進化が遺伝子による進化よりもは

るかに速度が速いことは皆さんもお分かりになるでしょ

う。遺伝子は非常にゆっくりと進化しますが、技術は急

激に進化し、人間が元来持っている生物的な能力を凌

駕します。500万年前に人類が誕生し、1万年前に農耕
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がスタートして、急激に人間は技術によって能力を進化

させてきているのです。 

 

 ここでもう一度、人間とは何かについて考えてみます。

少なくとも言えるのは、人間は動物と技術を合わせたも

のである、ということです。道具を使うサル、なのです。

つまりもし人間から技術を取り除いたら、ただの動物に

なってしまうということです。最初から人間と技術はタイ

トにカップリングされており、両者は切り離せません。今

我々が日常生活で何かをする際、90％程度は技術に

頼っています。ビルの中で服を着て、眼鏡をかけ、コン

ピューターやスマートフォンを使って、というように技術

がなければ我々は何もできません。技術は人間の能力

を格段に拡張してくれるのです。少し違う見方をすれば、

技術というものは人間の能力をヒントに開発されている

わけですから、人間は自分の生身をどんどん技術に置

き換え能力を進化させている、というようにも考えられま

す。 

 

 こういった技術開発は止まりません。というのも、人間

には能力を拡張して生き残っていくという使命が遺伝子

に刻み込まれているからです。人間の能力を拡張する

新しい技術は、生き残るという使命を帯びた人間にとっ

ては非常に魅力的なものです。技術を手に入れ、生活

を豊かにすることが生きる目的であり、経済の発展でも

あります。それゆえ、人類の歴史において技術が衰退

したことはほとんどないのです。産業革命時代のイギリ

スのラッダイト運動は、一つの例外かもしれません。広

く長い世界史において、技術が衰えることはありません

でした。 

 

 同時にこれまでの歴史の中で、多くのヒューマノイド、

いわゆる人間型ロボット、が作られてきました。ジョージ

モアの蒸気機関で動くヒューマノイド、時計の仕組みで

動くオートマタ、そして HONDA のアシモなど、常に我々

は新しい技術が開発されたら、どれだけ人間をコピーで

きるかというチャレンジをしてきたのです。人間の能力

を技術で置換することによって、人間理解をしようとして

いるようにも考えられます。 

  

3.技術が人を超える 
 

 こういった話をしていると、シンギュラリティという問題

が思い出されます。最近ではすでにシンギュラリティは

起こっていると言われます。1 年間でコンピューターの

速度が 2倍になるというムーアの法則は、未だに止まっ

ていません。正確にはコンピューターは 18 か月で 2 倍

になっています。この現象がまだ続いているのです。と

いうのも、コンピューターがコンピューターを作っている

からです。もちろん人間の英知は入りますが、コンピュ

ーターがコンピューターを作っているという状況が加速

的にコンピューターを進化させているのではないかと思

います。 

 

 ロボットに関してはまだコンピューターほど速く進化し

てはいませんが、産業ロボットのことを考えれば、工場

でロボットがロボットを作っているわけですから、コンピ

ューターと似たような状況です。アンドロイドも随分進歩

してきました。これは先ほどお見せしたアンドロイドです

が、特定の状況ではアンドロイドが人を超えるかもしれ

ないというところまでやってきています。こちらはアイド

ルのアンドロイドですが、香港で非常に人気がありまし

た。近いうちに日本でも人気が出てくる気がします。 

 

 そもそもアイドルというものは非人間的なのです。つま

り、きれいな人というのはあまり人間らしくないのです。

いつもニコニコしていて、トイレにも行かない、というの

がアイドルのイメージですが、そういったものは人間の

本当の美ではないと思います。私は時々、人間は非人

間的なものに憧れているのかもしれない、と考えること

があります。 

 

4.人類の進化の未来 、おわりに 
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さて、先ほど私は人間は機械やコンピューターに

90％ほど頼っていると申し上げました。では、残りの

10％を全て機械に置き換える時代は、いつ頃やってくる

のでしょう。恐らく1000年以上は先だと思います。しかし、

いつかはやってきます。コンピューターは、10年で 1000

倍速くなります。今でも明確に定義された仕事であれば、

コンピューターは必ず人間よりも優れたパフォーマンス

を出します。ですから、100 年、1000 年経てば、人間の

脳でさえもシミュレーションできると唱える多くの研究者

の説は間違いないと思います。そして、脳とコンピュータ

ーの置き換えが、人間の生身の部分と機械の置き換え

の最後の段階になると思います。人間は最終的に無機

物になると考えています。 

 

 人類の目的は、死なないアンドロイドとして種を残すこ

とです。タンパク質や有機物で体を作っている限りは、

120 年の寿命から逃れることはできません。太陽や地

球の異変を超えて生き残るには全てを無機物化する必

要があるのです。現在、既に肉体は人間であることの

必要条件ではなくなっています。例えば、パラリンピック

で活躍する選手が挙げられます。彼らの手足が人工物

であっても、我々は彼らを 100％人間であると認識しま

す。つまり、肉体は人間の定義に必要がない、というと

ころまで来たのです。それゆえ、人類は無機物から生ま

れ、無機物に戻るのだと思います。人間という有機物の

体は、物質の進化を加速させるための手段に過ぎなか

ったのではないでしょうか。複雑な分子構造を持つ有機

物は、環境適応性が高い一方で、その複雑な構造は、

壊れやすく、永遠には維持できません。 

 

 もう一度人類の歴史を考えると、45 億年前に地球が

誕生し、35億年前に人類が生まれ、その人類は現時点

で 90％機械化を終えています。残り 10％の機械化は、

恐らく 100年か、少なくとも 1000年以内に遂げられるで

しょう。そうしてもう一度無機物に戻るというのが、人類

の未来だと思います。こういった理由から、我々はロボ

ットに非常に興味を持つのではないでしょうか。有機物

としての最終進化を終えて無機物に戻ることが人類の

生まれた意味である、というのが私の仮説です。以上で

す。ありがとうございました。 
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セッション 5「2020年、2030年に向けた 

アジェンダ」 

 

「ロボット開発の視点から」 

 

 

 

 

 

 

パネルディスカッション 
 

パネリスト 

栗原 聡 (電気通信大学院情報理工学研究科・人工知能先端研究センター、教授） 

藤田 雅博  (ソニー株式会社、R&Dプラットホーム、システム研究開発本部、開発戦略部 統括部長） 

鳥澤 健太郎 (情報通信研究機構・データ駆動知能システム研究センター(DIRECT)センター長、ユニ

バーサルコミュニケーション研究所 UCRI)) 

モデレーター 
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「2020年とその先のアジェンダ」 

栗原 聡 

電気通信大学院情報理工学研究科・人工知能先端研究センター、教授 

慶應義塾大学大学院理工学研究科卒。NTT 基礎研究所、大阪大学大学院情報科学研究科／産業

科学研究所を経て、2012 年より電気通信大学大学院情報理工学研究科教授。同大学、人工知能先端

研究センターセンター長、博士（工学）。ドワンゴ人工知能研究所客員研究員。人工知能、複雑ネットワ

ーク科学、ユビキタスコンピューティング等の研究に従事。著書『社会基盤としての情報通信』(共立出版)。著書に、翻訳『群知能と

データマイニング』、『スモールワールド』(東京電機大学出版)等がある。(前)人工知能学会理事・編集長。 

 
1.はじめに 
 

 電気通信大学人工知能先端研究センターから参りま

した、栗原と申します。私は人工知能研究に従事してお

りますので、今後、人工知能技術がどのように発展して

いくのか、という観点で少しお話させていただければと

思っています。最初のスライド 1は、皆さんすでにご存知

かと思いますが，シンギュラリティに関するグラフです。 

 

スライド 1 

2045 年に人工知能が人の知能を超えるという予測です。

スライド 1 の右下にある、米国 Google に所属するレイ・

カーツワイル氏により提唱されたものです。彼は、人工

知能を始めとする様々な科学技術が指数関数的に発展

していることを明らかにし、いずれは我々の人の知能が

機械に抜かれるであろうということ、そしてそれがちょう

ど今から 30 年後くらいに来るであろうと予想したのです。 

 

そして、スライド 1右上のピンク色の部分が、まさに人

工知能が加速度的に進化していること象徴的に示して

いると思います。IBM のディープブルーというコンピュー

タがチェスの世界チャンピオンに勝ったのは 1997 年で

す。そして、将棋において、情報系学会にて人工知能が

人を超えたことを宣言したのが 2015年です。チェスから 

 

将棋まで、18年を要したわけですが、次は囲碁で、当時

は 10 年かかると言われていたのです。しかし、現実に

は、翌年の 2016 年に囲碁用人工知能である AlphaGO

が世界チャンピオンに勝ってしまったのです。この劇的

な展開からも、人工知能が加速度的に進化しているの

がよく分かります。 

 

2.AIの将来 
 

 次のスライド 2の左側の写真の人物が誰か、皆さんは

ご存知でしょうか。ディープマインド社のデミス・ハサビス

氏です。ディープラーニングを武器に、今や人工知能研

究で世界を牽引している中心人物です。去年開催され

た人工知能の国際会議 AAAI2016 での基調講演にて、

人工知能研究においてこれから力を入れていく分野とし

て汎用人工知能を挙げました。 

スライド 2 

これからの人工知能研究は大きく 2 つの流れに分か

れていくと考えています。一つ目がビッグデータ用の人

工知能開発です。膨大なビッグデータを人工知能で分

析・解析して、新しい科学的発見や、創薬、マーケティン

グなどに活用しようという動きです。 
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人が使い切れない膨大な情報からの知識発見という、

正確で高速な計算が得意な人工知能が得意とする分野

です。現在すでに非常に役立ち始めており、これからさ

らに加速していくことが予想されています。これに対して、

もう一つの流れが、デミス・ハサビス氏が取り組みたい

汎用人工知能開発です。人のような感性や感情、意識

を持ち、我々と共生し、我々の生活を豊かにしてくれる、

高い汎用性を持つ人工知能を作りたいということなので

す。前者に比べると、汎用人工知能の開発にはいくつか

の壁が存在します。我々と共生する人工知能知能には

高い自律性が求められますが、現在の人工知能は道具

としての位置づけであるものがほとんどであり、当面は、

道具としての人工知能開発が主流であると考えておりま

す。 

スライド３ 

今後、自律性を持つ人工知能の開発も盛んになると

思います。そして、自律性を持つ人工知能とビッグデー

タ用人工知能の両方が融合し、2045年のシンギュラリテ

ィを実現させる超人工知能が完成するのだと考えていま

す。 

 

3.手本となる脳 
 

 汎用人工知能の開発においては、幸いなことによい手

本があります、我々人の脳です。この地球上において高

い汎用知能を持っているのは我々人類だけです。しかし、

手本とは言いましたが、脳の精密なコピーを作ったとし

てもあまり意味はないでしょう。脳ならではの特徴、高い

汎用性を発揮する原理を脳に学び、それを工学的に解

釈し組み立て応用することが求められます。 

 

 何を脳に学ぶかについては研究者それぞれ違う見方

をしているのかと思います。ここでは私の考え方を述べ

たいと思います。私たちの脳にはとても膨大な神経細胞

がお互い複雑に繋がりあう大規模複雑ネットワークを構

成しています。その繋がり方がとても重要だと考えてい

ます。脳神経細胞の場合は、単に適当に繋がっている

のではなく、スモールワールド型という特徴的なネットワ

ーク構造となっているのです。そして、その構造であるこ

とが脳が高い知能を発揮する上で必要であると考えて

います。そして、もう一つ、脳に学ぶ重要な知見がありま

す。それがボトムアップ型のシステム構築です。 

 

4.トップダウンとボトムアップ 
 
ボトムアップ型に相対する考え方にトップダウン型が

あります。分かりやすい例があります。トップダウン型は

スライド４の左で、コンピュータや車、家電など、我々の

日常生活の身の回りにあるほぼすべての製品はトップ

ダウン型に設計されていると言えます。 

スライド 4 

 車を作るとすると、エンジン・タイヤ・ボディなど、まず

は車を構成する色々な部品に分割していきます。そして、

一番下の最小単位に部品レベルまで分解できた段階で

分割を止め、今度は部品を作り、部品同士を組み合わ

せてより大きな部品を組み立て、最終的に車が完成す

るのです。つまり、この方法では、我々が想像できない

ような、我々を超える人工知能を作り出すことはできま

せん。我々が作りたい目標を最初に考えなければなら

ないからです。自分達が想像できないようなものはトッ

プダウン型の方法では生み出すことはできないのです。 

 

 これに対して、我々生物というのは真逆のボトムアップ

型の方法で生み出されているのです。つまりは進化で

す。我々の体も胃や肝臓、眼球など、様々なパーツに分

割することができます。そしてさらに分割してくと、我々

の体を構成する最小単位である細胞に行き着きます。

細胞も十分複雑な組織ですが、ここでは細胞を最小単

位としましょう。生物の進化においては、最初に細胞が

作られたのです。そして、その細胞が集まって、心臓や

肝臓を構成し、それらがさらに一緒になり、人体を構成

しているのです。そのように構成された人類という種が
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運良くこの地球に適応し、生存できているだけのことな

のです。つまり、進化というシステムが設計したのは細

胞という末端のレベルなのです。そして、その細胞が多

数集合し、人のような複雑な構造を成した時、それが

個々の細胞にはない高い知能を発揮できる、という流れ

なのです。この図式は、人が集まれば社会ができ、国に

なるというように、人と社会との関係でも当てはまります。 

 

ボトムアップ型の設計方法が出来たとするとこれは画

期的です。スライド 4左側のトップダウン型では、元々私

たちが作りたい物を一番初めに考えるわけですから、自

分たちを超える物を作れるかというと難しいかもしれま

せん。ところがボトムアップ型では、私たちがデザインす

るのは細胞のレベルであるため、その後は、細胞が勝

手に自律的に動き、更に上のレベルのものを自己組織

化していきます。このように考えると、ボトムアップ型で

あれば、我々を超える人工知能ができるかもしれないの

です。 

 

5.群知能 
 

 細胞が臓器を構成すると、個々の細胞にはない，臓器

としての新たな能力が発揮されるという、複数の自律的

な知的システムが多数集まって全体として一つの大きな

知的システムを構成し、個々のシステムにはない、より

知的な能力を発揮する知能のことを群知能と呼びます。

これからの人工知能開発における重要な要素技術とな

るのですが、群知能のアーキテクチャーをどのように工

学的に利用するかについては、まだ研究黎明期にあり

ます。別の言い方をすれば、群知能の研究が今後加速

していく必要があるということだと思います。群知能にお

いての成功例はもちろん生物です。アリが巣と餌場で行

列を作ったり、魚が群れを作ったりします。もちろん知能

が低い生物が群れを作っているわけですが、群れで一

つの知能を創発していると考えると、これから我々が作

る人工知能のベースラインとなるのです。 

スライド 5 

6.自律性、おわりに 
 

 我々がより楽をするためには、我々が使っている様々

な道具が自律化し、我々が何かしたいと思った時に、道

具が自ら先に動いてくれることが必要になります。しかし、

機械への自律性の付与には注意する必要もあります。

に人工知能の自律化は極めて便利でもありますが、注

意すべきことも大きいのです。 

 

 自律化した人工知能は、人工知能が人のためのサポ

ートを能動的に考え、積極的に我々にインタラクションを

してくるということになります。もちろん究極の楽が手に

入るのかもしれません。しかし、万が一暴走してしまうと、

もはや人の手を離れて自律的に動作する人工知能を制

御することは困難になってしまう可能性もあるのです。

人工知能が暴走することのないよう、自律性をどう組み

込むのかという点が大きな課題になってくるとも言える

でしょう。まずは 2020年、そして 2045年に向けて、人工

知能は自律性とボトムアップなアプローチを中心としな

がら発展していくのではないかと私は考えております。

私からは以上です。ありがとうございました。 
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「ロボット開発の視点から」 

藤田 雅博 

ソニー株式会社、R&Dプラットフォーム、システム研究開発本部、開発戦略部 統括部長 
1981 年早稲田大学理工学部電子通信科を卒業、ソニー（株）に入社。1989 年 University of 

California Irvineにおいて修士（M.S.E.E）を修了。1993年、ロボットエンターテイメントプロジェクトをスタ

ートし、世界初の家庭用自律行動をするペット型ロボットAIBOを発売、その後小型ヒューマノイド型ロ

ボット QRIO を開発。2004 年、ソニー・インテリジェンスダイナミクス研究所を設立、そこで身体性とダ

イナミクスに注目した知能の創出の新しいアプローチの研究開発を行う。2012 年、彼はシステム研究開発本部にて再びロボティク

スの研究開発を立ち上げる。現在、研究所の役割に加え、新規事業創出を目的とした中長期事業開発部門のチーフ・テクノロジ

ー・エンジニアとして、ソニーが掲げる AIｘRobotics戦略と事業創出を行っている。 

 

1.はじめに 

 ソニーの藤田と申します。今日は 2020年より先を見越

して、ということですが、ソニーは 1999 年に世界で初め

て家庭用自律型ロボット「AIBO(アイボ) 」というものを商

品化しておりまして、まずはそのレビューから入らせてく

ださい。 

 

 1993年に我々はロボットで新しい産業を興せるのでは

ないかと考えました。当時はちょうどインターネットが普

及し始めたころです。まさに人々は仮想世界に新しいも

のを求め始めていた時です。我々は、10 年後には再び

実世界に注目が集まる、と予想していました。そこで、自

律型ロボットが家の中にいて、様々な仕事をし、人々を

助けるというような家庭環境をビジョンとして描き、その

実現に向かって開発をしていました。しかし、まだ人を助

けられるほどに技術は成熟していないと認識に至り、エ

ンターテイメントから入ることにしたのです。エンターテイ

メントでロボットの技術を進化させ蓄積しながら、将来役

に立つようなロボットができないかと提案していました。

当時の日本では、こういった自律型ロボットのモチーフと

いうと鉄腕アトムやドラえもんがよく使われていましたが、

我々もそういったものを究極の目標としておりました。 

 

 

 先ほど栗原さんが自律型で動くロボットという話をして

おられましたが、実際アイボは命令しなくても自分で判

断して色々な動作をします。例えば骨をもって来いとい

う命令をしなくても、アイボ自身が興味を持って、外界を

認識し判断して骨をとりにいきます。あるいは人間のそ

ばに行ってなでられにいくとか、バッテリーが減れば充

電に行く、というような自律的な動作をします。さらに実

際のペットとは違い、写真を撮ってユーザーにそれを提

示するといった機能もついているのです。 

 
2.AIBOの開発 

AIBO を作るときに、ソニーという製造会社の責任とい

うものを考えなければなりませんでした。例えば、もしユ

ーザーが AIBOのモーターの関節に指を挟んでしまって

怪我をしてしまったらどうするのか、というような問題で

す。また、アメリカでは家の中でよくローソクが使われて

おり、AIBO がもしローソクをプッシュしてローソクが倒れ

たことで火事になってしまったらどうするのか、という問
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題も、少し笑い話のように聞こえるかもしれませんが、ま

じめに議論しておりました。 

 

 ボールの色をピンクにした事にも実は意味があり、あ

まり家の中にはない色ということで認識しやすいという

理由で、非常に慎重に選んだ色なのです。先ほど写真

を撮ると言いましたが、写真を撮るとなるとやはりプライ

バシーの問題を考えなければなりませんでした。音声で

指示したときに撮影、留守番の時に動くものがあれば撮

影、などユーザーが撮影方法を設定できるようにし、撮

影時には音を出す、といったことで対応をしておりました。

さらに、AIBO には学習しながら成長する機能もつけまし

た。今でいうところの強化学習というものです。ただし、

まったく新規の動きを学習する、となるとモーターなどに

負担がかかり故障の問題がでます。したがって、限られ

た行動パターンの中から選択される確率をユーザーの

報酬によって変化させることで、それぞれのユーザーに

カスタマイズされた行動を示すようにしました。 

 

 一方AIBOは、我々の予想以上に人々と深い関係を構

築してくれていました。AIBO が発売中止になった時に

AIBO・ロス・シンドロームと呼ばれるような現象が起きま

した。最近は AIBO の葬式といったものが実際行われて

いました。この葬式は、自分の AIBO を使って他の人の

AIBO を修理してくださいという意味も込められていまし

た。 

3.QRIOの開発と対話技術 

 その後我々は「QRIO(キュリオ)」というものの商品開発

に着手しました。結局商品化はされなかったのですが、

商品にする手前まで開発を行いました。動画をご覧下さ

い。QRIO は、対話をする機能や地図を作って自由に自

分の行きたいところに行ける機能を持つヒューマノイド

型のロボットです。機能的には対話を含め AIBO にはな

い新しい技術を開発しましたが、安全面でも AIBO との

違いはいくつかあります。AIBOの重さは1.5キロくらいで

軽いとは言えませんが、QRIO は７キロもありました。そ

のため、もしこれが赤ちゃんの上に倒れてしまったらどう

するのか、という議論もよくおこなわれました。会社とし

ては、あらゆる問題の対処法を徹底的に追及し、また、

使用中はユーザーに注意深く見ていてもらうようお願い

する、といった対応を取ることで、ロボットをユーザーに

提供するという責任を果たそうとしていました。 

 

 一方対話に関しても、安全面でいくつか考えなければ

ならないことがあります。最近だと、チャットボットのよう

な形で、ユーザーが色々な言葉を教えると学習していく

ような機能がありますが、当時でも似たような技術はあ

りました。あまりにも自由に発言してしまうと、その意味

のとらえ方で問題が発生するだろうと予測しておりまし

た。したがって、発話内容を制限しながらインタラクショ

ンしていくような技術を使うことにしました。それでも、対

話インタラクション技術の一つであるユーザーの発話を

繰り返すというリピテーションで、危険な言葉が発話され

たときにもリピートしてしまうため多少リスクを予想して

おりました。しかし、ユーザー自身の発話をその時にリ

ピートすることであるのでリスクとしては低いであろう、と

いう判断をしておりました。 

 

 また、QRIO を幼稚園で実験しようという話がありまし

た。University of California San Diego(UCSD)のキンダー

ガーデンにて行われたのですが、やはり QRIO のような

ヒューマノイド型ロボットとのインタラクションが幼児にあ

たえる影響についてシリアスに議論されました。我々は

実際、そのキンダーガーデンの全ての両親にQRIOを使

った実験をすることの許可を取りました。我々は当時か

らそのくらい気をつけながら開発をしていたのです。 

4.Rudyの開発 

 最近では、やはり人間と物理的にインタラクションする

ようなロボットが必要になるだろうということで、2011 年

ぐらいに「Rudy(ルディ) 」というロボットを開発しました。

安全面の視点では、本体のどこを触っても加えた力に

反応し、ユーザーと物理的にも安全にインタラクションで
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きる、いったロボットを力制御技術というもので実現しま

した。 

 

 このロボットは床にある様々なものをピックアップする

ことができます。ヘアブラシやペン、歯磨き粉、楊枝をつ

まんでいるのがご覧になれるでしょう。実は介護施設で

老人の方々が床に物を落としたときに拾うのが大変で

あると知り、作られた機能になります。これはある病院

で、足を骨折して歩けない患者さんに対して行った実験

です。タブレットを使い、自分のパートナーとして「Rudy」

というロボットに、棚にあるタオルを持ってきてください、

と対話的にお願いしています。これを全自動でやろうと

すると音声認識や画像認識の問題があり、なかなか成

功しないというのが当時 2012 年の現状でした。そこでヒ

ューマンマシンインタラクションとして、GUI（Graphical 

User Interface）を使っています。GUIを介して、ユーザー

がロボットに棚にあるタオルを持て来るように依頼する

ことが可能です。音声での指示に加えて、直接画像上で

持ってくるものを指定できたりするので、認識エラーを補

いこのロボットをより実用的なレベルに持ち上がること

が可能になりました。 

 このように我々はエンターテイメントから“役に立つロ

ボット”というものを目指して来ました。そのなかで物理

的な安全性、対話による精神的な安全性というものを考

慮した開発を行ってきたのです。 

5.新しい研究所立ち上げの経緯 

 少し技術的な話になって申し訳ないのですが、AIBO も

QRIO も Rudy も、状況に合わせて自律的に行動すると

いう能力を持っています。我々はこれらのロボットを開

発する際に、周囲を認識すること、本能と感情と捉える

ことができるものを持つこと、行動を計画すること、計画

を実行に移すときに状況に応じて適切な行動を出現さ

せること、といった能力が必要と考え、実現させました。

これらは状況に合わせて行動を定義した複数の行動モ

ジュールを、状況に応じて適切に選択することで実現し

ています。例えば今アマゾンエコーでは 1000 のサービ

ス、最近は 1000以上のサービスができるようになったと

聞いておりますが、基本的な彼らのこういった 1000 を超

えるサービスを提供するデザインルールは、我々の行

動モジュールに近いものであると思っております。それ

ぞれのサービス提供者が自分のサービスにあわせて行

動をデザインしていきます。そしておそらくマジックワード

のようなものでその行動が選択されサービスが提供さ

れているのではないでしょうか。QRIOや AIBOの場合も、

こういった行動を適切に選択することでさまざまな行動

をするロボットとして実現しておりました。自律型ロボット

としては、単に音声による命令だけでなく、例えばバッテ

リーが減って近くにバッテリーステーションがあればチャ

ージに行くとか、ピンクのボールが近くにあれば蹴りに

行くというような仕掛けで、自律行動ができるよう我々は

考えていました。 

 

 ところが、この行動をたくさんつくると結果的に困難を

生み出すことに途中で気づきました。行動選択が非常

に複雑なルールで記述しなければいけなくなるためです。

したがって、行動を人間がデザインするのではなく、自

己成長により行動を創出し、選択するような仕掛けが必

要になるのではないか、と考えました。2004 年にこのよ

うな目的で自己成長の機能を実現するための新たなソ

ニー・インテリジェンス・ダイナミクス研究所を立ち上げる

ことにしました。この研究所では、本能的な行動と反射

行動だけを入れ込み、本来備わっている内発的動機と

いうものを重要視しました。例えば内発的動機のひとつ

である好奇心といったものを持ちこんで、新しいことにト

ライする仕掛けを作ったのです。また、世の中を自分の

思うようにコントロールするということと、世の中はこうな

るのだと予想することをロボットの基本的な行動指針と

して定めることで、簡単な事象の制御と予測からより複

雑な事象の制御と予測を階層的に学習することで、自

己成長を実現しました。実際これは非常に簡単なところ

では成功しましたが、難しい環境ではなかなか制御と予

測を達成することが厳しいという結果で研究は終了して

います。したがって、先ほど栗原さんも言及されていまし
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たが、自己成長するロボットというのはまだまだ課題が

ある、と考えています。 

6.おわりに 

 AIBOとQRIOは 20年ほど前の商品あるいは試作品に

なりますが、当時の経験から考えても人間に対する物

理的安全性と環境に対する安全性に関しては何らかの

ガイドラインが必要だと思います。また精神面に対して

も影響があると思います。ユーザーは生物的な動きをす

るロボットに対して非常に深く関係性を築いていく、とい

うことを AIBOや QRIOから学べたと思います。 

 

 学習機能に関しては、申し上げました通り、新しい構

造を創出するテクノロジーが発展しつつあるものの、ま

だ非常に未成熟です。したがって技術的課題をとらえた

開発とともに、社会的な影響というものを考えていくべき

だと考えております。 

 

 これらの経験は、2020 年より先にある AIｘRobotics の

世界を構築する上で非常に重要なものであると考えて

います。今後もこういったことを意識した開発が必要に

なると思います。 

 

 以上です。ご清聴ありがとうございました。 
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「自然言語の処理技術」 

鳥澤 健太郎 

情報通信研究機構・データ駆動知能システム研究センター(DIRECT）センター長、ユニ

バーサルコミュニケーション研究所(UCRI) 

1992 年東京大学理学部情報科学科卒。1995 年東京大学大学院理学系研究科情報科学専攻中

退。同年同専攻助手。博士（理学）を東京大学より授与されたのち、北陸先端科学技術大学院大学

助教授、同准教授を経て、 2008 年より情報通信研究機構に勤務。現在、同機構データ駆動知能シ

ステム研究センター・センター長。一貫して自然言語処理の研究に従事。日本学術振興会賞、ドコモ・モバイル・サイエンス賞先端

技術部門優秀賞、Twitter Data Grantsなど受賞。 

 

1.はじめに、DISAANAの開発 

 

 NICT の鳥澤健太郎と申します。本日は自然言語処理

技術に関してお話したいと思います。我々は 5年間に渡

りまして、ソーシャル・ビッグデータに処理する 3 つのシ

ステムを開発して参りましたが、そのうちの１つ

DISAANAについてご紹介申し上げます。 

 

 DISAANA は大規模災害時の情報を分析し、救援活動

を効率化することを目的としたシステムで、大災害時に

発信される膨大な SNS情報を分析します。実は 2016年

の熊本地震の際には被災地の状況を把握するのに活

用されました。一般に公開されているもので、どなたでも

アクセスすることが可能です。ただし、現在日本語のみ

の対応となっています。ご存知の通り、3.11 東日本大震

災は大きな被害をもたらしました。この DISAANA プロジ

ェクトは、東日本大震災への対応としてスタートしたプロ

ジェクトです。というのも、地震の後、非常に多くの災害

関連の情報が Twitterに投稿されたにもかかわらず、量

が多かったことにより、価値ある情報が有効活用されな

かったからです。非常に混乱している状況で、キーワー

ド検索もうまくいきませんでした。そこで私たちのシステ

ム DISAANAの開発が始まったというわけです。 

 

 DISAANA は Twitter の情報を基にして、リアルタイム

に質問に回答するシステムであり、Web あるいはスマー

トフォンで活用することができます。例えば、津波があっ

た場所はどこか、どこが氾濫しているのか、救助を待っ

ている人はどこにいるのか、といった質問に答えてくれ

ます。コンパクトな答えを出し、有益な情報を提供するこ

とにフォーカスをあてて設計されています。つまり、長い

文章や多くのツイートを提示してユーザに読んでもらうこ

とは避けたいと考えました。これは、普通のサーチエン

ジンと一線を画すということです。また被災者全体のニ 

 

ーズも含めて、被災地の全体像を提供することも重視し

て設計しました。このシステムを一般に公開してから熊

本地震という大きな地震が起きてしまいました。50 名の

方が亡くなりました。 

2.DISAANAの使用 

 

 

 私たちのシステムは、日本のホワイトハウスと呼ばれ

ている首相官邸でも活用されました。被災地における被

災者のニーズをシステムを使って官邸が分析しました。

こちらは、政府関係者のインタビューです。「地方自治体

は地震直後混乱をしていが、DISAANA はこの期間特に

有益であった。」私どものシステムはこのように活用され

たのです。もう少し詳しく映像で仕組みをご紹介したいと

思います。 

 

 ご覧の通り、多様な質問に回答することができます。

そしてこのように、回答を意味的に分類した上で列挙し

ます。回答が抽出されたオリジナルなツイートも表示す

ることができます。また、テキストの間のパラフレーズの



 

"AI for Social Good" @Waseda university 2017  69 

関係を機械学習を利用して認識することができ、多様な

テキストから回答を抽出することができます。地名に関

してもきちんと特定できるので、多岐に渡る回答を出す

ことができます。どこで？というような質問をすると地図

上に場所が記載されます。政府の関係者も被災者も全

体の状況を短時間で把握することができます。 

 

 

3.情報の信憑性、おわりに 

 

 Twitter のような SNS では、多くの人々は根拠のない

デマに懸念を抱きます。そこで DISAANA は情報の信憑

性を評価する手段を提供しています。東日本大震災の

際、千葉にある石油化学コンビナートの火事によって酸

性雨が降るというデマがありました。システムは、「千葉

の石油コンビナートでなにが発生していますか？」という

質問に対して、「酸性雨」という回答を Twitter の情報を

基にして出力する一方で、「千葉の石油化学コンビナー

トで酸性雨が降るというのはデマです。」という回答と矛

盾する Twitter情報も提示します。この矛盾する Twitter

情報を見たユーザは元の回答がデマである可能性に気

がつくことになります。このように情報の信憑性を評価で

きる機能を提供しているのです。 

 さて、本日は自然言語の処理技術についてご紹介して

まいりました。今取り組んでいるのは、より高度なシステ

ムである「インテリジェント対話エージェント」と呼ばれて

いるものです。我々はすでに４０億件の Webページの情

報をもとに質問に回答できる WISODM X というシステム

を開発、公開していますが、このような質問応答システ

ムから出る情報をベースに、インテリジェントな対話がで

きるシステムを開発しようとしています。2020 年以降に

は、知識と情報は機械との対話の中で提供できると考

えております。すなわち検索エンジンを通してのみでは

なくなるのです。私からは以上です。ありがとうございま

した。 
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「AIのビジネス活用を支援する好事例の紹介 

（ケーススタディ）」 

太田 満久 
株式会社ブレインパッド・AI開発部長 

京都大学基礎物理学研究所にて素粒子論を専攻し、2010年に博士号を取得。同年、データ分析

を専業とする株式会社ブレインパッドに新卒として入社し、数学的なバックグラウンドを生かして自然

言語処理エンジンやレコメンドアルゴリズムの開発を担当。2015年7月より現職。深層学習などの先

端技術の調査・検証と、全社に対して技術支援を行う業務に従事。 

 

1.はじめに 
 

皆さん、こんにちは。株式会社ブレインパッド

（http://www.brainpad.co.jp/）の太田と申します。 

 

はじめに、私が所属するブレインパッドについて紹

介させていただきます。当社は、「ビッグデータ」や「デ

ータマイニング」といった言葉がまだ一般的ではなかっ

た 2004年に設立され、当時からデータ活用によるクラ

イアント企業のビジネス創造と経営改善を支援してき

た、いわばパイオニア的な存在です。今まで 500社以

上の多種多様な業界のクライアントを支援してきた経

験から、データ活用・分析が特定の業種に対してのみ

重要であるというのではなく、さまざまな分野において

重要であると言えると思います。 

 

当社が目指すコーポレートビジョンは、「Analytics 

Innovation Company」です。分析の専門人材であるデ

ータサイエンティストが分析するだけにとどまらず、エ

ンジニアリング（技術力）も組み合わせてイノベーショ

ンを起こしていく。単に革新的なものだけではなく、デ

ータを価値に変え新たなビジネスの創造や企業の実

際の経営改善につながるようなイノベーションを起こし

ていく、というものです。データ活用に関するコンセプト

デザインから成果の創出まで、トータルに支援できる

ということが当社の強みです。 

 

ここ数年、データ分析、ディープラーニング（深層学

習）、AI といった言葉が非常に注目されていますが、

技術にばかり注目が集まっているように感じます。実

際には、ビジネスにデータを活用するうえで、それらは

あくまで 1つのステップに過ぎません。本当にビジネス

変化をもたらしたいのであれば、データ活用の初めか

ら最後までのステップをトータルでデザインしなければ

ならない、ということが言えると思います。 

2.CRISP-DM 
 

データ活用のステップについてもう少しかみ砕いて

説明させていただきます。CRISP-DM（CRoss-Industry 

Standard Process for Data Mining）と呼ばれるデータ

マイニングの方法論があります。これは、データマイニ

ングを具体的にどのような手順で進めていくのかとい

う具体的な流れを示すものです。 

 

最近注目を集めているディープラーニングを例にと

ると、ディープラーニングは「Modeling（モデリング）」の

部分に該当します。しかし、ディープラーニングを実際

にビジネスで活用するのであれば、以下のようなステ

ップが必要です。 

 

１．「Business Understanding（ビジネスの理解）」 

２．「Data Understanding（データの理解）」 

３．「Data Preparation（データの加工）」 

４．「Modeling（モデリング）」 

５．「Evaluation（評価）」 

６．「Deployment（ビジネスへの展開）」 
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ビジネスやデータの理解から始まり、データ加工が

できて初めてモデリングができ、評価ができたらそれ

をビジネスにフィードバックします。何回かこれを繰り

返し、最終的に良いものができたら実際のビジネスプ

ロセスへ展開していく、というような流れとなります。 

 

3.CRISP-DMの各ステップと課題 
 

CRISP-DMの各ステップとそれぞれの課題につい

て簡単に紹介します。 

 

まずは、１．ビジネスの理解です。最近、データサイ

エンティストになりたいという人が非常に増えていま

す。しかし、データ側、分析側ばかりに興味があり、ビ

ジネスにはあまり興味がない方が多いという課題があ

ります。統計や数学の知識があっても、ビジネスをきち

んと理解できていなければ、実際のデータ分析の現場

では十分に活躍できません。当社では、お客様とのコ

ミュニケーションを密にして顧客理解を深めることでそ

れらの問題を解決しています。 

 

次に、２．データの理解とデータの加工です。「デー

タを準備しましょう」というお話です。お客様の多くは

「うちにはデータがたくさんあるんです」とおっしゃいま

す。しかし、実際にデータを見てみると分析には適して

いないものも多く、本当に使えるものは限られていま

す。これはよく考えてみれば自然なことで、データがた

くさんあったとしても分析のために貯めていたものでは

ないからです。 

 

分析対象となるデータは、分析もしくは解きたい課

題によって必要なものが変わってきます。実際には「こ

の分析を行うためにデータを蓄積してきました！」とい

うようなことはほとんどないはずなので、基本的には

使えるデータが少なくなるのです。 

 

そのような場合には、2つのアプローチがあります。

1つはデータを新たに貯めるという方法、もう１つは少

ないデータを活用する方法で、どちらかを選択しなけ

ればなりません。 

 

データの理解、準備（３．データの加工）ができた後

は、４．モデリング、５．評価を行います。モデリングの

ステップでは、実際に分析を行い、そのモデルが「いい

モデル」だったか「悪いモデル」だったのかを評価しま

す。ここでは、分析を担う人材が不足しているという課

題があります。AIを使うという観点でいえば、従来の

データ分析ほど高度な専門知識がなくてもよいのでは

ないかと考えています。語弊があるようにも聞こえるか

もしれませんが、これは、ディープラーニングの理論的

側面が未解明であるということもあり、実際には、とに

かく繰り返しさまざまなモデルを試してみるということ

になるからです。そのため、理論的な背景を詳しく知っ

ているということよりも、とにかくたくさんのモデルを試

せるかというスキルが重要になってくるのです。このス

キルは、データサイエンティストだけでなく、たとえば既

存のエンジニアの方も持ち合わせているスキルだと思

います。 

 

このサイクルを繰り返し実施し、最終的に完成した

モデルを実際のビジネスプロセスへ展開していきま

す。そのためにはエンジニアリング力が必要です。エ

ンジニアがいなければ、実際に高品質なシステムを作

り上げることはできません。システムがないと当然ビジ

ネスに活かせないわけですから、評価からビジネスへ

の展開のプロセスにおいては、エンジニアリング力が

非常に重要になってきます。 

 

4.AIのビジネス活用を支援した 2つの
好事例 
 
当社が、AIのビジネス活用支援を行った 2つの具

体的な事例を紹介したいと思います。まず１つ目は、

キユーピー株式会社の事例

（http://www.brainpad.co.jp/news/2016/10/25/3816）

です。マヨネーズなどの調味料を中心にさまざまな食

品を手掛ける同社の食品製造プロセスにおける異物

混入や不良品の発見精度の向上を、ディープラーニン

グによる画像解析で支援した事例です。 

 

２つ目の事例は、自律型無人航空機（ドローン）によ

る空撮測量サービスを提供するエアロセンス株式会

社の事例

(http://www.brainpad.co.jp/news/2016/09/02/3454)
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です。この事例では、ディープラーニングを用いて、ド

ローンで空撮された画像を処理するプロセスの実用化

を支援しました。 

 

２つの事例とも、当社のウェブサイトにプレスリリー

スとして掲載しておりますので、ぜひあわせてご覧くだ

さい。 

 

ご清聴ありがとうございました。 
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アートイベント 

「AI と人工生命」 
河口 洋一郎 
東京大学大学院情報学環教授/アーティスト 

種子島生まれ。1998 年より東京大学大学院教授。1975 年より自己組織化する「グロース・モ

デル」に始まり、8K 超高精細 CG 映像制作、深海宇宙の進化生命体の大型モニュメント、ロボ

ティックに反応する情感的立体造形の創出に尽力。文化庁メディア芸術祭／ファウンダー、初

代総合審査委員長。ヴェネツィア・ビエンナーレ’95 日本館代表作家。ACM SIGGRAPH’10 ア

ーティスト・アワード受賞。2013年に芸術選奨文部科学大臣賞を受賞。同年、紫綬褒章を受賞。 

 

みなさん、こんばんは。科学と芸術をベースに「生命知」

をテーマにしたアートナイトのトークです。 

 

私たち人類が住む地球、そこには多くの隠された生命知

を見つけることができます。自然・宇宙の数理構造の美を、

５億年前のカンブリア紀の生物の進化に目を向けながら、

人工生命の知的な能力について考えていきたいと思いま

す。 

 

まず、精緻な巻貝の数理造形に注目してください。規則

的な突起、再帰的な繰り返し構造の美に魅かれます。論理

的な法則のもとに、複雑な形が形成されています。ちょっと

した成長方向の角度のズレで、様々な複雑な形が生成さ

れていきます。進化の過程で、多様な生物の種が生まれる

形のアルゴリズム（算法）に注目していきましょう。 

 

それでは、カンブリア紀の太古の海の時代から現在も生

き続けるクラゲの遊泳について考えてみましょう。流体・粒

子で充満した時空間の中でクラゲがどのように遊泳するか

をＣＧ画像でシミュレーションしてみます。激しい荒波の中

でのクラゲの形の歪み・変形を見ることができます。優雅に

遊泳中のクラゲに、不意に球形の落下物が空中から衝突

した場合、クラゲは必死に遊泳を続けようと頑張ります。さ

らに矩形の落下物が落ちてきて最悪の状況の中でも、クラ

ゲの遊泳は何とか続きます。あらゆる外的要因に対応して、

もがきながら必死に生き延びようとするクラゲの生命知を

見ることができます。 

 

多足生物の挙動は、ちょっと知的です。なぜムカデは多

数の足をもつれずに歩くのでしょうか？外的要因で万が一

に何本もの足を失っても、挙動のリズムはくずれません。人

工的な生物ロボットに足を持たせても、多数の足を優雅に

リズミックに制御するのは容易ではありません。今後、ムカ

デの挙動の知について学ぶことが少なくないようです。 

生まれたての４本脚の生命体を歩かせてみたいと思いま

す。最初は歩行する能力は全く持っていません。生きるた

めに何度も試行錯誤しながら、なんとか動こうと試みます。

徐々に学習しながら、少しずつ前に前進することを覚えて

いきます。まるで赤ん坊が必死に歩行の学習をしながら能

力を高めていくようにも見えます。 

 

もう少し原始的な環形動物のような生命体を考えてみま

しょう。体部は矩形の連なった人工生命をＣＧでつくってみ

ます。挙動がわかりやすいように、体部は矩形の連なった

人工生命体をＣＧでつくってみます。この人工生命体が、前

に立ちはだかるバーの壁を乗り越えられるかを、なんども

試行錯誤で試みさせてみました。ミミズ型の直線状のもの、

枝状のもの、様々な進化の形を、自律的に行わせてみまし

た。何百回と試みるうちに、次第に自ら適切な形に組み合

わせることで、賢くなっていきます。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

多眼蝶バッコ"Bucco"は、

蝶々の生物知をもとに、ロ

ボティクに進化して、複数

のジャイロ型の羽を有して

宇宙遊泳する。 
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左：惑星宇宙を探索するシェッコ

"Shecco"は、精緻な等比級数で自己

組織化する。 

 

右：再帰的な自己相似の螺旋の遺伝

子は、突然変異を起こして、多様な進

化を起こす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情動ロボット「エギー」の開発。 

 

上：エギー３体の立体造形のアート 

 

下：観喜時の身体の震えによる振動型アクティブビジョンシステムを実現

したエギーロボット４体。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いかがでしたでしょうか？これからの人工生命体は、目

の前の困難に対しても、自ら試行錯誤しながら、自律的に

自己学習して、次第に知的な能力を身につけて行く未来型

の人工生命体が期待されてきます。近未来の新たなアート

の始まりがもうそこまで来ているようです。本日はありがとう

ございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

"AI for Social Good" @Waseda university 2017  76 

エピローグ  

 

「 AI in Asiaシリーズ： 

東京大会を終えて」 

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、歴史上最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. AI IN ASIAシリーズイベント 
 
最後に本国際シンポジウムの開催の経緯について

述べたいと思います。本国際シンポジウムはハーバ

ード大学、総務省、情報通信研究機構（NICT）、日本

電信電話株式会社（NTT）、株式会社 KDDI 総合研究

所、公益財団法人情報通信学会、 IEEE Global 

Initiative for Ethical Considerations in Artificial 

Intelligence and Autonomous Systems と共に、2017年

３月６日、７日両日に早稲田大学にて開催されました。

AI in Asiaシリーズは、ハーバード大学バークマンクラ

インセンター（Berkman Klein Center for Internet and 

Society at Harvard University）と共に DAH(Digital Asia 

Hub)によって計画され、2016年 11月に香港、12月に

ソウルで開催され、今回の東京大会が最後の大会と

なりました。 

 

AI in Asiaシリーズ全３回のうち初回である香港での

イベントは、DAH設立１周年を記念して 2016年 11月

21日に開催されました。香港大学で開催されたワーク

ショップならびに香港海事博物館でのレセプションで

は、AIのアジアでの可能性やリスクについて以下の点

が議論されました。 

 

・AI 発展のための経済的、社会的、技術的なキー要

素 

・AI により最も影響を受ける部門(健康、交通、エネル

ギー、製造、金融サービス、小売り、教育、都市生活、

文化、ライフスタイル) について 

・中華圏や南アジアにおける労働市場や雇用市場へ 

 

の影響 

・インドや東南アジアのような発展途上国における AI

の影響 

・AIの発展を促進する政策や政府の支援 

・信頼、倫理、規範、セキュリティ、プライバシー、安全

に関する問題 

・ AIに関する研究、投資、起業家精神の促進 

 

また、レセプションではロンドンに拠点を置くアーティ

ストによるアートショーや法律、ビジネス、技術革新、

文化、哲学、規制などの専門家たちによるパネルディ

スカッションも行われました。 

 

第２回目は 2016年 12月 16日にソウルで行われま

した。香港での議論を土台にして、「AI – Ethics, 

Economics and Societal Impact」と題して、高麗大学法

科大学院(Korea University Law School)で行われたワ

ークショップでは、機械学習や自然言語処理など AIの

技術が進歩することで生じる倫理やリスクの面に焦点

が当てられました。 
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第１回目香港大会ではAIに関する問題の概要の把

握を、第２回目ソウル大会では倫理や個人情報、セキ

ュリティなどリスクについて議論がなされました。その

ため今回の東京大会では、メインテーマを「AI for 

Social Good」として、様々な問題解決のために AIを活

用し、より良い社会を作るための AIについて焦点を当

てました。 

 

2. プログラムと発表論文集 
 
筆者は、AI in Asia シリーズの香港大会、韓国大会

に招聘され、「AI の社会的インパクト」について発表を

致しました。この発表論文を発展させる形で「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」

をプロローグに採録いたしました。さらに本東京大会

における全ての発表論文からチャンスとリスクを抽出、

分類し、解説を加えました。個別の発表論文に関して

は、掲載の了承の得られたもののみ採録いたしました。 

 

シンポジウムの構成は、AI に関する３つの基調講

演、５つのパネルディスカッション、３つのトークセッシ

ョン、ワークショップ、アートイベントという大変充実し

たものになりました。また、内容も、脳科学から言語、

健康、ガバナンス、社会・経済、労働、著作権、クリエ

イティビティ、発展途上国の問題、ロボティクスと多岐

にわたり、2020 年、2030 年に向けてメインテーマであ

る「ソーシャルグッドのための人工知能」にふさわしい

ものになりました。 

 

第１日目のオープニングの基調講演では、東京大

学特任准教授松尾豊様が、「ディープラーニングと AI

で創りたい社会」というテーマで、人工知能のブームを

歴史的に捉えると共に、2030年に向けて AI研究の将

来の展望についてお話しになりました。 

 

セッション１「AI:言語と学習」では、Katholieke 大学

Bettina Berendt 様が「AI と倫理」について、情報通信

研究機構・脳情報通信融合研究センター主任研究員

の西本信志様が「人間の脳における意味表現」につ

いて、株式会社 KDDI総合研究所の研究マネージャー

の井ノ上直己様が「KDDI総合研究所で開発中の実用

的 AI アプリケーション」について、Tencent&Peking 大

学 Danit Gal 様が「日本のロボット政策」についてお話

しになりました。 

 

セッション２「AI：ガバナンスと政府」では、ハーバ

ード大学バークマンクラインセンターの Ryan Budish様

が「AI ガバナンスへの挑戦」について、総務省情報通

信政策研究所調査研究部長福田雅樹様が「AI ネット

ワーク化及びそのガバナンス」について、ロンドン王立

協会からは機械学習プロジェクト担当のMichael Veale

様が「パブリックセクターにおける機械学習の現在と

未来」について、株式会社村上憲郎事務所代表取締

役であり元グーグル (米国本社)副社長、元グーグル

(日本法人)名誉会長、大阪工業大学客員教授の村上

憲郎様が「AIネットワークのグローバルガバナンス」に

ついてお話しになりました。 

セッション３「AI：健康とバイオメディカル倫理」では、

シリコンバレーのグーグル本社機械学習チームの

Katherine Chou 様と Lily Peng 様が「医療における機

械学習」について、オックスフォード大学のオックスフ

ォードインターネット研究所バイオメディカル倫理ビッ

グデータプロジェクト担当の Brent Mittelstadt様が「医

療分野におけるアルゴリズムの倫理」について、東京

大学大学院数理科学研究科特任教授であり株式会

社 Mercury 代表取締役社長兼 CEO の大田佳宏様が

「AI スマートロボットシステム」についてお話しになりま

した。 

 

トークセッションでは、エコノミストインテリジェンスユ

ニット（EIU）Christopher Clague様が「2030年に向けて

AI が社会・経済に与える影響」について、株式会社ブ

レインパッド・AI 開発部長の太田満久様が「AI のビジ

ネス活用を支援する好事例の紹介（ケーススタディ）」

を、そして Artez 大学学部長、ドイツ Leuphana大学デ

ジタル文化センターNishant Shah様が「AIのための試

金石」についてお話しになりました。 

 

セッション４「AI：労働、クリエイティビティ、著作権」

では、ワシントン大学国際関係プログラムの Winfred R. 

Poster様が「労働と AI」について、サセックス大学から

は知的所有権法の専門家Andres Guardamuz様が「ア

ンドロイドと知的所有権」について、日本電信電話株

式会社コミュニケーション科学基礎研究所所長前田英

作様が「AI、ビッグデータ、IoT による未来」について、

大阪大学教授石黒浩様が「アンドロイドと未来」につい

てお話しになりました。 

 

クロージングの基調講演は、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、「2020年、さらに

先の未来に向けて」と題して、日本電信電話株式会社

取締役新ビジネス推進室長兼 2020 準備担当栗山浩

樹様がお話しになりました。 

 

また懇親会では、CGアーティストであり東京大学大

学院教授の河口洋一郎様によるアートイベントを企画
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いたしました。 

 

第２日目の基調講演は、中央大学総合政策学部教

授平野晋様が「AI に関する議論のまとめ」についてお

話しになりました。 

 

セッション５では、「2020 年、2030 年に向けたアジェ

ンダ」をテーマに、電気通信大学院情報理工学研究科

教授栗原聡様が「2020 年とその先のアジェンダ」につ

いて、ソニー株式会社 R&D プラットホームシステム研

究開発本部開発戦略部統括部長藤田雅博様が「ロボ

ット開発の視点から」、ブラジル ITS の Celina Beatriz

様が「発展途上国の視点から」について、情報通信研

究機構データ駆動知能システム研究センター

(DIRECT)センター長でありユニバーサルコミュニケー

ション研究所(UCRI)の鳥澤健太郎様が「自然言語の

処理技術」についてお話しになりました。 

 

最後のワークショップでは、「AI化された社会に向け

て今、求められていること」と題して、ブリストルロボテ

ィクス研究所サイエンスコミュニケーション部教授 Alan 

Winifield様と MITの HASTSプログラム Amy Johnson

様がモデレーターとなって、参加者全員がテーマ別に

グループに分かれ刺激的なディスカッションが行われ

ました。シンポジウムの最後には、各グループによる

プレゼンテーションが行われ、AI 研究に関する今後の

展開について実り多い議論がなされました。 

 

3. 謝辞 
 

2017年 1月 18日にハーバード大学バークマンクラ

インセンター所長の Urs Gasser 教授から正式に東京

大会開催の依頼を受け、約 1ヶ月半という短い準備期

間で、本国際シンポジウムの開催を準備しなければな

りませんでした。このような短期間にもかかわらず、本

国際シンポジウムの開催を可能にして下さったのは、

ひとえに共催にご尽力くださいました総務省情報通信

政策研究所調査研究部長福田雅樹様、情報通信機

構黒瀬泰平理事および益子信郎理事、日本電信電話

株式会社取締役新ビジネス推進室長兼 2020 準備担

当栗山浩樹様、株式会社 KDDI 総合研究所篠原聡兵

衛様、公益財団法人情報通信学会三友仁志会長の

おかげです。誠にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

ハーバード大学バークマンクラインセンターの仲間

たち 

海外からシンポジウムに参加して下さった登壇者の方

たち 

 

そして何よりも急な依頼にも関わらず、登壇を快諾

してくださった登壇者の皆様に心より感謝いたします。 

また、本国際シンポジウムにご協力下さったソニー株

式会社執行役員島田啓一郎様、さらに急な依頼を受

けることを迷っていた私に、「先生が決めたらゼミ生皆 

で頑張ります！」と背中を押してくれた早稲田大学文

化構想学部高橋利枝研究室のゼミ生たちにも謝辞を

記したいと思います。皆さまの温かいご支援とご協力

を賜らなければこの国際シンポジウムを開催すること

は決してできなかったでしょう。 

 

AI in Asiaシリーズ全３回に参加して、国際シンポジ

ウムは終わりではなく、AI に関する対話の始まりと考

え、本発表論文集を作成いたしました。Beatriz 氏がシ

ンポジウムの中で AIが 1956年にジョン・マッカーシー

が提案したことから始まり、AI の起源が大学に関連し

ていることから「大学が積極的にシンポジウムを開催

し、社会に呼びかけることによって、一般の人々への
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AI の理解を促進することが重要である」と述べていた

ことが印象的でした。ハーバード大学バークマンクライ

ンの所長 Gasser 氏も、AI 時代における大学の役割と

して、AI 研究者やステークホルダーを招集すると共に、

AI のメカニズムを多くの聴衆に説明することが重要で

あると述べています。今回の国際シンポジウムならび

にこの発表論文集が、人工知能に関する理解のため

の一助となれば幸いです。 

 

本国際シンポジウムの企画、開催、および本発表

論文集の作成にあたり、多くの皆様に多大なるご協力

をいただきましたことを心より感謝申し上げます。 

 

2017年 7月 

 

早稲田大学文学学術院教授 

AI in Asia東京大会実行委員長 

高橋利枝 
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