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Abstract: If AI is to serve the wellbeing of human societies, the goal of AI development must envisage a future where 
human happiness takes centre stage. The idea I am proposing - “Human First Innovation” - is an attempt to encapsulate this 
goal. In this paper, I make the following three points: “Human First”, “Cross-disciplinary innovation” and 
“Self-creation”.  After introducing “the complexity model of communication” with multiple dimensions of AI engagement, 
I demonstrate some results from cross-cultural research in the US, UK and Japan.  The comparative data on levels of AI 
engagement, ranging from perceptions at the level of the personal interactions with AI to participation in global efforts to 
create a future with AI, show both national similarities and differences in relation to wellbeing in the AI age.  I hope this 
paper will encourage future collaboration to create a future AI society where no one will be left behind.  
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1. ヒューマン・ファースト・イノベーション 
人を幸せにする AI・ロボット開発のためには, 「ヒュー

マン・ファースト・イノベーション」が必要不可欠である. 
「ヒューマン・ファースト・イノベーション」のアプロー

チとは, ①人間中心, ②文理融合, ③自己創造の３つの要
素を持つ. AIに関する ELSI（倫理的・法的・社会的課題）
の分野で, 国際的に最も大事だと言われていることは「人
間中心」である. これは, 機械中心に考えるのではなく, 人
や生き物中心に考えるということである. 「ヒューマン・
ファースト・イノベーション」のアプローチでは, 技術至
上主義による AI ファーストや, 国際競争力重視よる国家
ファースト, あるいは GAFA のような大企業ファーストで
はなく, 地球規模における全人類のウェルビーイングを考
えるという意味での「ヒューマン・ファースト」が必要と

考える. このアプローチ抜きでは, グローバル化や DX(デ
ジタル・トランスフォーメーション)が加速する現代社会に
おいて, 国連が目指している「誰一人取り残さない」AI/ロ
ボット社会の実現は決して叶わないであろう.  
また, AIロボットの技術開発においては「クロスディシ

プリン」なアプローチが重要である. 特に国連や欧州議会
など国際的に議論が活発化している「Red Line（越えては
ならない一線）」については, 専門家や技術者ばかりでなく, 
AI ロボットの利用者となる市民を含めた多様なステーク
ホルダーが参加しなければならない. 今日のグローバル社
会において, AI 倫理に関する規制や遵守にあたっては, グ
ローバルな国際的協調が求められている. そのためにはま
ず AI ロボットの社会的受容に関する普遍性と文化的特殊
性を理解することが重要である. 「一人に一台一生寄り添
うスマートロボット AIREC」（「ムーンショット型研究開発
事業」）では, 世界に受け入れられるスマートロボットを開
発するために, 英国ケンブリッジ大学, 米国スタンフォー
ド大学をはじめとする地政学的に多様な地域の研究者と共

に, ELSI の視点から大規模国際比較調査を行なっている. 
本論文では, AI 時代のウェルビーイングについて, 日英米
3カ国の国際比較調査の結果から考察していきたいと思う.  
 
 
2. 理論モデル 

2.1 Society5.0とコミュニケーションの複雑性モデル 
現代社会を捉えるキーワードの 1つとして，Society5.0が
ある．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」社会のことである(1)．

第４次産業革命という言葉が表すような単なる産業革命で

はなく，文明の転換期，ターニングポイントとして

Society5.0という言葉が使われている．すなわちAIや IoT，
IoR など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」を意味している．そのような

Society5.0 における社会のパラダイムシフトは，どのよう
に捉えることができるのだろうか？ 
筆者は数学科出身というバックグラウンドから，社会の

パラダイムシフトを捉えるために, これまでメディア・コ
ミュニケーション学の分野において複雑系のパラダイムを

用いて「コミュニケーションの複雑性モデル」(2)(3)(4)を発展

させてきた．「コミュニケーションの複雑性モデル」は，ス

マート化やグローバル化による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

ある．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－を用いている．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ない．私たちは家族や仲

間，同僚や，地域社会など重層的な社会集団の成員として

日常生活を送っている．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のである（Figure１）．「コミュニケー

ションの複雑性モデル」では Figure１の重層的で動 態 的
ダイナミック

な CGイメージを用いて，マクロレベル（Zn）の力学（α1：

ナショナリズム，α2：グローバル化/西欧化，α3：コミュ

ニケーション革命）, 及びミクロレベル(Xn)の力学（AI エ



ンゲージメント）から，社会のパラダイムシフトを捉えて

いる.  
 

 
Fig. 1  Complexity Model of Communication 

 
2.2 AIエンゲージメントの概念 
コミュニケーションの複雑性モデルでは, 「相互作用」
として, 3 つのタイプの個人と AI ロボットとの相互作用- 
個人内相互作用, 個人間相互作用, 個人-AI ロボット相互
作用- を提示する. 本研究では, 下記の多次元の AI エンゲ
ージメントの概念を用いた- 個人内相互作用（認知, 理解, 
信頼）, 個人間/個人-A I間相互作用（アクセス, 情報探索, 
学習, 心理的関与, 個人的・社会的効用, 協働, 批判的解釈）, 
グローバルな AI 社会の創造（AI に関するグローバルな協
創や参加, AI社会の創造）など. 

 
3. 国際比較調査 
3.1 調査概要 
本研究では, AI ロボットに関する普遍性と文化的特殊性
を理解するために, 質的調査と量的調査の両方を用いてい
る. AIロボットに関する先進地域と言える日英米について
現地研究者による質的インタビューから今後の多文化間比

較に適用可能な質問項目を策定するとともに, 量的アンケ
ート調査を通じてその有効性を検証した.  
質的調査は, 日本では早稲田大学, 英国ではウェストミ
ンスター大学, 米国ではスタンフォード大学が, それぞれ
30名の詳細なインタビュー調査を実施した. 対象者は次世
代の利用者となる Z 世代（10 歳から 14 歳）であり, ジェ
ンダー, 年齢, 社会経済階級, 人種など多様性と包摂を重
視したスノーボーリングサンプリングを用いた. （日本で
はスノーボーリングサンプリングの限界から多様性と包摂

を確保するために, マクロミル社に依頼し, さらに 30名の
追加インタビュー調査を行った）.  
量的社会調査の概要は以下の通りである. 
・調査主体：早稲田大学 高橋利枝研究室 
・調査方法：ウェブアンケート 
・調査対象者：各国の調査委託先における登録モニタ―, 15
～69歳男女 
・調査会社：日本：マクロミル社, 英米：クアルトリクス

社 
・抽出方法：事前スクリーニングに基づき, 各国次の割付
条件に沿って抽出 
・性別：男女同数 ※男女以外のジェンダーは改修サンプル
数の 1割まで許容 
・年齢：10代・20代を 1000サンプルずつ, 30～60代で 1000
サンプル 
・年収層：各国の世帯年収中央値に沿い, 上位層/下位層同
数 
・調査時期：日本：2022年 1月 26日～同 2月 1日, 英米：
2022年 2月 21日～同 3月 11日 
・回収サンプル数：日本：3,095ss, 英：3,215ss, 米：3,161ss 
・質問数：14問＋各国ごとにスクリーニング質問（属性な
ど 10問） 
 
3.2 調査結果 
本稿では量的調査における調査結果について簡潔に記

す. 
 

3.2.1 AIロボットに対する態度 
1. 認知：日本では 9 割超, 英米でも 8 割超が AI ロボット
を認知している. (Q1) 
2. 理解：英米は過半数がある程度以上仕組みを理解してい
たのに対し, 日本では半数以下であった. (Q2) 
3. ナラティブの受容：日本では 9割, 英米でも 8割弱が AI
ロボットに好印象を持っている. (Q3) 3カ国とも「未来」「便
利」「革新」「共存」などポジティブなイメージを持ってい

る. ただし日本では安全性への懸念が英米よりやや高い. 
(Q4) 
4. 信頼：3 か国とも過半数の人々が AI ロボットを信頼し
ている（日 60.1％, 英 54.7％, 米 51.2％）(Q6) 
 
3.2.2 AIロボットエンゲージメント 
1. アクセス：3 か国とも 20%前後が AI ロボットの使用経
験があり, 日本では約 35%, 英米では 40～50%の人々が毎
日何らかの AIロボットを目にしている. (Q5） 
2. 情報探索行動（日 27.5％, 英 40.3％, 米 42.7％）と学習
（日 27.7％, 英 38.9％, 米 42％）に関しては, 日本は英米
と比べて少ない. (Q6) 
3. 心理的関与：A Iと家族・友達のような親密な関係を望
む声が過半数を割るなど, 社会的親密性は低い. (Q6)  
4. 効用：学習やスキルアップのための AI 利用を半数以上
が望んでいる. (Q6) 
5. 協働：AIとの協働は日本では 4割, 英米は 6割弱と高い. 
(Q6) 
6. 批判的解釈：AIの決定に関する批判的解釈は過半数（日
本は特に高く 7割）に及ぶ. (Q6) 
7. AI社会の創造：約半数が将来的な AIとの共存を望んで
いる（日 52.9％, 英 55％, 米 49.8％）. (Q6) 
 
3.2.3 チャンス（効用） 
1. AI・ロボット利用（Q13） 
将来の AIロボットにしてほしいことでは, 3か国とも家事
やエンターテイメントが 1 位・2 位となり, 学習や自己実
現に関わる「進路のアドバイス」「体内に取り込んで賢くな

る」は下位となった. (Q13) 日本では「友達になってほしい」
の割合も 15.1%と英米に比べて低く, Q6でも見られた通り
AI ロボットとの親密な関係はあまり望まれていないよう
である. (Q13) 



2. AIロボットに望む形状や機能（Q12） 
日本では「動物型」（47％）, 英米では「機械型」（英 49％, 
米 47％）の AIロボットを望む声が多かった. 一方で, ロボ
ットが心や自我を持つことは, いずれの国においても半数
以上が望んでいない.  
 
3.2.4 リスク 
1. 未来の仕事（Q７） 

3か国とも工場労働・家事・配達といった単純労働分野
で AIロボット導入への許容度が高い. 一方で, AIロボット
の導入よりも依然として「人間」を望む回答が, 3カ国とも
共通して半数以上であったのは, 子供のケア（人間：日
67.7％, 英 80.6％, 米 78.1％）とアート・文化（人間：日
70.4％, 英 62.7％, 米 59.2％）の分野である.  
また, 高齢者ケアに対する許容度は日本が多い（AI 主

体 20.0%＋AI人間協働 46.0%＝66.0%）のに対し, 英米では
逆に人間主体を望む声が多く（人間：英 70.7%, 米 66.9%）
対照的である. 同様に, 店員（人間：日 30.2％, 英 63.5％, 米
60.8％）や車の運転（人間：日 28.4％, 英 58.4％, 米 55.7％）, 
手術（人間：日 35.5％, 英 55.5％, 米 53.1％）も日本では
許容しているものの英米では半数以上が人間主体を望んで

いる.英国のみが半数を超えたものは, 学生の評価（人間：
日 35.6％, 英 50.9％, 米 44.3％）と政治的意思決定（人間：
日 35.6％, 英 50.9％, 米 44.3％）, 米国のみが半数を超えた
ものは, 新薬の発明（人間：日 37.4％, 英 48.6％, 米 51.1％）
であった. 
 
2.最大のリスク 

AIロボットへのリスク認識では, 3カ国とも「リスクは深
刻だが, コントロールできる」と答えた人が最も多い（日
68.1％, 英 60％, 米 53.9％）(Q8). 
具体的なリスク像(Q9)では, 失業, 依存, 誤作動, 軍事が

3カ国で 40％を超えた. 英米では失業（日 46.4％, 英 53.9％, 
米 51.2％）が最も多く, ついで依存（日 49.8％, 英 45％, 米
45.2％）となっている. 一方, 日本では誤作動（日 54％, 英
44.4％, 米 44.1％）が最も多く, ついで軍事（日 51.5％, 英
44.8％, 米 42.6％）が半数以上となっている. 他方で「世界
征服」「プライバシー侵害」「政府による統制」など監視社

会的イメージはさほど高くない.  
 
3.Red Line利用禁止事項 
「AIロボットに“絶対に”させてはいけないこと」(Q10)
は,「人の命を奪う」（日 74.1％, 英 72.3％, 米 71.4％）, 「人
と同じ権利を保有」（日 51.8％, 英 51.5％, 米 51.5％）, 「AI
が A Iを作る」（日 32.4％, 英 42.7％, 米 47.6％）が, 3カ国
とも共通して高い割合となった. 他方で, 「医療分野での
意思決定」（日 15.2％, 英 50.6％, 米 52.4％）と「高齢者ケ
ア」（日 12.3％, 英 39％, 米 37％）に関しては, 日本ではど
ちらも 10%台にとどまるのに対して, 英米の 4〜５割が絶
対にさせてはいけないといった違いが見られた.  
 
3.3 まとめ 
最後に, これまで述べてきた本調査における日英米の違
いに関して簡潔にまとめておく.  
・日常における AI ロボットへの接触頻度や仕組みの理解
の度合いは英米がやや高いものの, AIロボットの認知・好
感度は日本が高い. (Q1,Q2,Q3,Q5) 
・AIロボットから連想するものは 3か国とも大きく変わら
ず総じてポジティブであるが, 日本では安全性への懸念が

英米よりやや高い. (Q4) 
・信頼感・親近感は大きく変わらないが, ステレオタイプ
的なイメージに反し, 日本の AI ロボットに対する親近感
は英米と比べても低い. (Q6,Q13) 
・形状・特徴としては, 日本では「見た目が動物的で情感
の感じられるロボット」が, 英米では「見た目も動作もロ
ボットらしいロボット」が好まれる傾向がうかがえる . 
（Q12） 
・AIロボットの導入には総じて日本の許容度が高い. 特に
高齢者ケアは日本で許容度が高いのに対して英米では低い

など対照的である. (Q7) 
・リスク認識でも「病気の診断」「高齢者の介護」は英米で

リスク認識が高い反面, 日本では低い. (Q10) 
 
上記の通り, AI ロボットの導入に日本は総じてポジティ
ブ（特に高齢者ケア）である反面, 英米では医療・介護分
野への導入に慎重な見方が比較的根強い. そのため「誰一
人取り残さない」AI 社会の創造のためには, このような
AI ロボットの社会的受容に関する普遍性と文化的特殊性
を理解した上で, 多様性と包摂を尊重した国際的な「対話」
が重要であろう.  
 
4. AI時代のウェルビーイング：人を幸せにする AI社会の
創造に向けて 

AI がもたらす最大のリスクの 1 つは失業問題であろう. 
ユヒヴァル・ノア・ハラリ (Yuval Noah Harari, 2018)は，膨
大な「無用者階級」の創出の危険性を指摘し,  AI 時代に
おいて「人間が取り残されないためには，一生を通して学

び続け，繰り返し自分を作り変えるしかなくなるだろう．

大多数とは言わないまでも，多くの人間が，そうできない

かもしれない．」(5)と述べている． 
本調査でも, 3か国とも AI導入後は, 6割前後が「働かず
好きなことをして暮らしたい」（日 59.5％, 英 68.5％, 米
64.3％）と楽観的に答えている一方で, 4割前後が「自分が
無用に思える」（日 43.9％, 英 45.1％, 米 43.2％）と悲観的
な回答をしている. ハラリが示唆している膨大な「無用者
階級」の創出の危険性を裏付ける結果となった.  

AI ロボット導入によって, 人々がアイデンティティ・ク
ライシスに陥らず, 幸せな人生を送るためにはどうしたら
いいのだろうか？ AI 時代のウェルビーイングを考えるに
あたって, 筆者は, 「ヒューマン・ファースト・イノベー
ション」の３つ目の③「自己創造(self-creation)」がキー概
念となると考える. 「自己創造」という概念は，これまで
20 年間にわたり筆者がフィールドワークで出会ったイン
フォーマントたちの独創的な自己形成の特性に対して，ア

ンソニー・ギデンズ(Anthony Giddens)の 「自己アイデンテ
ィティ(self-identity)」，ジョン・トンプソン(John Thompson) 
の「自己形成(self-formation)」，ホール(Stuart Hall)の「アイ
デンティフィケーション」の概念を参照しながら提示し，

発展させてきた概念である(6)．ここでは，「自己創造」とは

「グローバルな AI 環境の中で，直接的(non-mediated)経験
と媒介された(mediated)経験（例えば, デジタルメディアや
ソーシャルメディア，AI，ロボット，VR，AR，IoE (Internet 
of Everything)などとの相互作用）を通じて，再帰的に自己
を創造，再創造するプロセス」と暫定的に定義づけられよ

う(7)． 
実際に, 本調査においても, 3 カ国とも, 個人レベルにお
いて, 6割から 7割が新たなスキルを獲得(re-skilling)したい
と回答している. このスキルの獲得において, 人間特有の



スキル（日 72.5％, 英 73.4％, 米 70.9％）が 7 割を超えて
多く, 技術的スキル（日 57.7％, 英 66.2％, 米 66.6％）より
も優っている. さらに, 社会集団レベルにおいて, 家族（日
78.8％, 英 81.8％, 米 79.3％）や友人・同僚（日 70.5％, 英
79.6％, 米 76.7％）など, 所属集団における自己創造も 3カ
国とも 7〜8 割を超えている. 一方社会レベルにおいては, 
コミュニティ（ローカル/ナショナルな自己創造） （日
43.8％, 英 67.3％, 米 67.2％）や, グローバルコミュニティ
における自己実現（日 42.5％, 英 60.1％, 米 60.5％）では, い
ずれも英米は 6 割を超えているにも関わらず, 日本では 4
割程度にとどまっている. この結果は, 日本人が, ローカ
ルコミュニティやグローバル社会の中での自己実現よりも, 
中根千枝が提示したウチ（社会集団）の中での自己創造を

望んでいると考えられる(8).  
拙著「デジタルウィズダムの時代へ」の中で，「今日の変

動の世界を生きていくためには，適応性（応化，抵抗，流

用）が必要不可欠である」(9)と述べた．「コミュニケーショ

ンの複雑性」モデルにおいて, 「適応」では, 抵抗（resistance）, 
流用（appropriation）, 応化（accommodation）という 3 つ
のモードを提示した. AI時代のウェルビーイングに求めら
れているのは，単なる応化や抵抗ではなく，自己実現のた

めに AIや科学技術を「流用」していくことであろう． 
AI社会への適応に関しては 1割が自分の夢を実現するた
めに積極的に利用をしたいと答えており（日 9.9％ , 英
11.4％, 米 12.6％）, 米, 英, 日本の順である. 一方 4 割か
ら 5 割が容認しており,日本が英米よりも高くなっている
（日 51.6％, 英 44.2％, 米 41.2％）.両方を合わせると日本
が英米よりも AI ロボット社会への適応が高くなっている
と言えよう（Q11）.  
ハラリも指摘しているように今後さらに AI 環境に適応
しながら，絶えず再帰的な自己の創造/再創造が必要不可欠
となるだろう. AIがもたらす新たなチャンスとリスクにつ
いて学び, リスクを最小に, チャンスを最大にして AIを流
用しながら, 私たち一人ひとりが幸せを感じられるような
自己, そして社会を創造・再創造していく必要があるだろ
う.  
そのような AI 時代を生きる叡智を兼ね備えた個と個が
つながり，相互作用することによって（Xn,βn），新たなコ

ミュニティ（Yn,βn），新たな社会（Zn,βn）が創発する．「コ

ミュニケーションの複雑性モデル」(図１)の２重らせん構
造が描く上からの力と下からの力の動態的な相互作用によ

って，自己，社会集団，社会は再帰的に創造，再創造され

ていく．このようなマクロとミクロとのフィードバック・

ループによって，社会は自己組織化し，人を幸せにする AI
社会へとパラダイムシフト（Society5.0）することができる
と考えられるのである． 
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