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Abstract: Artificial General Intelligence has a potential to influence human beings’ value judgement and
lifestyle. Thus it is important to involve various actors to its research from upstream. This report
introduces a background of how and why inter-disciplinary collaborative studies are required and then
suggests conducting risk management and risking communication from pre-crisis phase.

1 はじめに
人工知能とは何か．知能を工学的に探究するこの
分野では，新しい知能を定義し挑戦していくフロン
ティア精神が共有されている．それは，
「うまくいく
ということはその分野が体系化されているというこ
とを示している．人工知能はまだ体系化に至ってい
ない」[1]や，「人工知能学会がとても特徴的で魅力
的だと思う点は，学会の対象物である「人工知能」
がまだ見ぬものであることだと思う」[2]などの発言
からも伺える．
通常の学問領域が体系化を目的としていることを
踏まえると，この考え方は特殊である．しかし「体
系化に至っていない」からこそ，様々な分野との協
働が可能となる．特に汎用人工知能という多義的な
解釈を保持できる「まだ見ぬ」技術は，異なるアク
ターを結びつける可能性を秘めている．
本稿では，汎用人工知能というロマンある技術に
対し，協働研究や技術評価の論点を整理することで，
現実的に今後の研究動向を推進していくための提案
を行う．

2 背景：異分野間協働研究の要請
人工知能学会の年次大会にある表題を見ると教育，
心理学，脳科学，音楽，環境学，経営学，医療など
扱っているテーマは幅広く，多様な分野との関わり
が伺える．関わり方は多様であり，人工知能技術を
用いて社会問題や環境問題の解決策を模索すること，
音楽や学習など人間の創造的営みを理解すること，
あるいはインタビュー調査やエスノメソドロジーな
ど社会科学の手法を用いることや，知能の定義を考

えるために哲学的な思索が必要になることもあるだ
ろう．また，実用段階においてはセキュリティやプ
ライバシー問題など法や経済との接点もある．これ
らの研究の多くは問題の解決や人間の理解といった
不確実なものを明らかにし，工学的なアプローチを
可能にしていくための協働研究である．
しかし，世の中には答えがない問題，答えがわか
らない問題，答えられない問題等がある．マイケル・
サンデルの白熱授業で扱っているような道徳・倫理
の問題は，個人の選好，文脈，文化や時代背景によ
っても異なるため，多様な視点から考え続けていく
ほかない．このようなことを述べると，よく「人文・
社会科学者は批判をするだけで解決を示してくれな
い」
「書類書きなどの仕事を増やすだけ」という批判
が聞かれる．あるいは「問題を指摘するのではなく，
現実に倫理審査をクリアするための方法をアドバイ
スしてほしい」と言われることもある．しかし，人
工知能が人間の価値判断や思考に干渉する可能性が
ある限り，これらの問題を避けて通ることはできな
い．
近年，情報科学においても倫理的・法的・社会的
影響（Ethical, Legal, Social Issues: ELSI）に配慮して
研究を行っていく必要性が助成機関からも要請され
るようになってきている[3]．欧州においては責任あ
る研究・イノベーション（Responsible Research and
Innovation: RRI）という用語が 10 年ほど前から政策
文書で使われるようになってきている．ELSI が研究
のリスクを警戒しイノベーションのブレーキを掛け
るのではないかと見なされているのに対し，RRI は
多様なアクターを巻き込んで協働を進めることによ
ってイノベーションガバナンスを行っていこうとい
う視点であるとされる[4]．
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3 技術と社会の捉え方
どのように技術や社会像を捉えるかによって，人
工知能の目的や方法論は異なる．人工知能の目指す
べき方向を語るときに「宇宙派か地球派か」という
問いの立て方がある．本節では，宇宙派・地球派で
はなく，科学技術と社会一般に関して論じられる概
念である技術決定論（technological determinism）を
補助線として，人工知能と社会の関係を整理する．
技術決定論は，技術が社会と独立に発展するという
立場と，より強く技術が社会を変化，形成するとい
う立場の二種類がある．この考え方は「情報化社会」
の論じられ方にも用いられており，1960 年代後半か
ら「情報技術が社会を変える」と語られ続けて現在
に至る[5]．情報技術に関する技術決定論は至る所で
使われている．現在では「人工知能が雇用を奪う」
のではないかとの懸念を生じさせるようなシミュレ
ーション結果が多く発表されているが[6][7]，このよ
うなマクロな分析は技術の発展ありきで，それとは
別に個人の選好や社会の多様性はある程度固定して
計算するため，技術決定論との整合性が高い．
一方，技術と社会は分離可能ではなく，人間の様々
な活動やプランを文脈から切り離すことはできない
という考え方は，Human Computer Interaction 研究な
どでもおなじみであろう[8]．これらの研究は，技術
は両義的で「多様に安定する可能性」を持つため設
計された機能には還元できないとする現象学的アプ
ローチや[9]，技術と社会は共進化するものであるた
め作動中（in the action）の技術と社会の関係性を記
述する人類学的な研究[10]とも親和性が高い．この
ような研究は技術決定論が前提とする技術と社会の
独立性や，技術が一方向的に影響を社会に与えると
いう考え方を批判する．しかし，文脈や環境とのイ
ンタラクションなどに着目するこれらの観点も，技
術ありきで問題設定を行っているため，ある種の技
術決定論的な考え方からは抜け出せてはいないとの
指摘もある[11]．
技術と社会の関係性を論じるときに，どのような
立場に立つのかの前提を理解しておくことは重要で
ある．現在の汎用人工知能と社会の関係の議論は長
期的な視野にたった技術決定論的な議論に偏りがち
である．また，シンギュラリティに関する議論の多
くは，
「汎用人工知能が普及してしまったら社会はど
うなるか」というまだ見ぬ技術をあるものと固定し
て議論する．そこにはその技術を欲している人の価
値観はどのようなものなのかなど，現在の価値観と
の接続や具体的な社会像が見えにくい．さらには，
汎用人工知能を語るときに意識や人格という人間の
メタファーを用いることや，ＳＦによるイメージが

容易である点も期待や懸念を加速させる要因となっ
ている．人間のように振る舞える人工知能というメ
タファーはセンセーショナルであるがゆえに，メデ
ィアだけではなく企業や政策研究者なども巻き込み
ながら一大ブームを作り出しているし，作り出そう
としているようにも見える．海外でも脅威論と期待
が相まって，人工知能に関するセンターや助成金プ
ロジェクトなどが開始されている[12][13]．

4 不確実性の問題
技 術 の 事 前 評 価 （ assessment ） は 事 後 評 価
（evaluation）と異なり難しい．特に新技術の初期段
階では発展の方向性をコントロールできるが，影響
についての情報はほとんどないという「情報の問題」
がある．一方，技術が広く使われるようになると影
響に関する情報は大量にあるが，発展の方向性を制
御することは難しいという「力の問題」があるとい
うジレンマが指摘されている[14]．
汎用人工知能など「まだ見ぬ技術」に関しては，
「情報の問題」が重要となり，それは不確実性の問
題とも言い換えることができる．研究とはそもそも
不確実なことを明らかにしていく作業であり，その
作業で得られた知見の「確からしさ」はピアレビュ
ーという科学者共同体内部の審査システムによって
チェックされるということが，17 世紀から現代にい
たるまで行われてきた[15]．計測機器の技術的な限
界や研究者の仮説や前提の立て方などの方法論的な
限界，さらには倫理的な制約により実験的解析が不
可能な場合（人体実験など）や，費用が掛かりすぎ
るなどの金銭的な問題により検証ができないことも
ある．これらの要因による不確実性をなるべく減ら
していこうとする知的な努力が，研究の根本である．
研究の方法や成果が研究者だけに閉じられている場
合，不確実性は知的好奇心を駆り立てるものとなる．
しかし，科学技術の研究は社会的な営みの一つでも
あるため，不確実であると問題が起きる場合がある．
汎用人工知能がもたらすと言われている様々な問題
（雇用問題やコントロール喪失の問題，プライバシ
ー問題）も社会の価値判断に左右される一方，社会
的な影響も大きい．
このように不確実なものに対応するために，リス
クという概念が一般的に用いられる．リスクとは厳
密には危害の内容とその発生確率も知られていると
きに使われる．ただし広い意味では「人の健康，生
命の質，あるいは環境の質に対して障害をあたえる
チャンスを意味するもの」[16]としても使われるた
め，どのような意味で使われているのかは注意が必
要である．リスクは安全か危険かというゼロかイチ
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かという議論から脱却する視点を提供する．また，
あるリスクを最小化しようとしたときに対抗リスク
が生じてしまう場合はそのリスク・トレイドオフ（か
けひき）を議論することが可能になる．その場合の
論点としては，大きく対抗リスクによる悪影響が目
標リスクと同じものか違うものか，また対抗リスク
を受ける集団が目標リスクの物と同じかどうかが挙
げられる[16]．対抗リスクによる悪影響が目標リス
クと同じものはたとえば，人工知能の発展により雇
用が喪失する可能性もあるが，経済成長へと導く可
能性があるというものであり，これは同じ経済とい
う指標の中でのトレイドオフである．しかし，人工
知能の発展で恩恵を受ける人と損失を受ける人が異
なる場合も考えられる．これは，対抗リスクを受け
る集団が目標リスクの物と異なることを意味する．
他方，プライバシーの問題やロボット兵士などのデ
ュアルユース問題は，経済，政治，心理，倫理など
様々な観点からの議論が可能となり，問題の難易度
は上がる．しかし，そのリスクを数値化，比較でき
るようになれば具体的な対策まで議論ができるため，
リスク評価やリスク分析は環境対策や医療政策など
に取り入れられている．
ある物事をリスクとして定義することで議論や合
意形成がしやすくなるが，そもそも何をリスクと見
なすのか，またリスクとして数量化する方法は妥当
なのかという根本的な議論を忘れてはいけない．リ
スクという観点を導入すること自体が大変狭い範囲
でのコンセンサス（合意）を求めるものであり，拒
否すべきものも拒否できず受入管理をするという議
論の枠組みに取り組まれてしまう．そのため，リス
ク評価の土台に乗らないという選択肢を考えるべき
だとする考え方もある[17]．
また，たとえリスク評価の手続きや結果が合理的
であるとされたとしても，それが社会的に受け入れ
られるかというのはまた別の話である．人々がリス
クなどの合理的な考え方を理解すれば，その決定な
どを受け入れてくれるはずだという考え方は「欠如
モデル」として批判されてきた．例えば遺伝子組み
換え作物においても，遺伝子組み換え作物の情報を
正しく理解しているからといって，それを受け入れ
るかというとそこの相関関係はないことが研究で示
されている[18]．同様のことは人工知能にも当ては
まるだろう．結局のところ，人間がその人工知能を
取り巻く環境や人工知能そのものを信頼できるかど
うか，またその問題が当人にとってどのくらい重要
であるのかなどによって評価は異なってくる．たと
えば，今日の夜に何を食べるか，目的地までどのよ
うなルートを選ぶかなどは，我々はすでに情報技術
の提案に従うことに違和感はない．しかし，たとえ

ば進路や伴侶の選択，生命，軍事に関することなど
も人工知能に委ねることができるかどうかは，まだ
人によって判断が分かれるところだろう．人工知能
が人のパートナーとなりうるかの研究は興味深く
「人狼知能」においても，文脈を読むこと，信頼を
得ることが人工知能にできるのかを扱っている[19]．
このような観点から，リスク認知，リスク・コミ
ュニケーションなどの研究領域においては，個人の
置かれている状況，あるいは信頼や価値観などの文
脈を理解し，対話を重ねていくことの研究が蓄積さ
れている[20]．また科学技術社会論や公共政策の分
野においては，合意形成のメカニズム，手続き的な
妥当性を担保するための意思決定システムの在り方
についての研究も行われている[21][22]．

5 提案
5.1 平時のリスクマネジメント
汎用人工知能は人間の生き方や価値観に干渉する
可能性が高いため，何をリスクと見なすのか，対抗
リスクをどのように見積もるのかなどの枠組みを設
定する段階から考えていく必要がある．技術は社会
との相互作用でその意義や役割を獲得していくもの
であり多様安定性[9]を持つ．そのためにも何がリス
クなのか，そもそもリスクとしてとらえて良いのか
という発散系の議論と，少なくとも現在の枠組みに
おいては 5 年先など短期的に想定すべきリスクとは
何かを特定し，その対策を考える収束型の議論を平
時から行っていく必要がある．
近年，クライシス・コミュニケーションという危
機管理のためのコミュニケーションの研究が欧米で
盛んであり，事件や事故などの危機的状況の対応を
いかに組織的な学習へと結び付けられるかの研究が
行われている[23]．クライシスはいつどのように起
こるか予測はできない．そのため平時から様々な危
機に対して研究者間でコミュニケーションをし，ま
たリスクが起きた時にどのような対応ができるかを
検討する必要がある．
たとえば，情報技術コミュニティで大きなクライ
シスとして挙げられるのは Winny 事件である．事件
後，情報処理学会と情報ネットワーク法学会は
「Winny 事件を契機に情報処理技術の発展と社会的
利益についてを考えるワークショップ」を開催した．
学会として Winny 事件に声明を出すよう求める声も
あったが，
「当時の学会内にはさまざまな意見があっ
たうえに，全員が全容をつかんでいるわけではなか
った」ために見送ったという[24]．その他の事例と
して表紙問題も記憶に新しい．表紙問題はその後，
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編集委員会にてイラストレーターとの密なコミュニ
ケーションを行う体制が整ったという[25]．また倫
理委員会も発足し，何か起きた時にどのように対応
をしていくのが良いだろうかという具体的な対応策
やシミュレーション，あるいは学会としてのスタン
スのようなものを発信していくことを目的としてい
るという[26]．
それらは若手の研究者を巻き込んで議論する体制
を作っていくことが望ましい．次世代の技術や価値
観を作っていくのは若手研究者である．また，人工
知能研究はフロンティア精神あふれ研究テーマのサ
イクルや実用化へのタイムスパンも生命科学などの
他分野に比べて展開は早い．最先端を行っている研
究者が技術と社会の相互作用についても考えていけ
るような仕組みを作っていくことが重要である．現
在，助成金等の申請には社会的影響について記入す
る項目が必須となりはじめているほか，インターフ
ェイス系の研究論文誌では，自分の論文の将来の社
会への影響や考察を書く項目が存在しているという．
申請書や論文の作成を通して，研究にブレーキをか
けるためではなく，自分自身の研究と社会との関係
性について考えるきっかけを作っていくことも研究
コミュニティの役割として重要になってくるだろう．
冒頭に人工知能研究は体系化されておらずフロン
ティア精神が共有されていることを述べた．しかし，
研究テーマがフロンティアであっても研究者の社会
的責任に対する意識が未熟であって良いというわけ
ではない．フロンティアであることは新しい価値に
挑戦するということも含んでいる．司法の介入や社
会的なバッシングから研究にブレーキがかかってし
まう可能性を軽減させるためにも，研究者コミュニ
ティとしてリスクマネジメントを行っていくことが，
今後さらに重要となってくるだろう．

5.2 社会との対話
リスクマネジメントためには，
「我々の社会は汎用
人工知能によってどうなるのだろうか」という技術
決定論的な切り口ではなく，
「我々の社会をどうした
いのか」を議論していくことが求められている[27]．
汎用人工知能を作っていくプロセスにおいて，様々
な分野の人たちと，知能とは，意識とは何かを議論
していく仕組みや場を形成していくことも必要であ
ろう．
そのために，センセーショナルな視点からのみ話
題提供をしていると前回のブームの二の舞となる恐
れがある．汎用人工知能ができたらこんなことがで
きるという技術ありきでの議論は脅威論や過度な期
待論を生じさせる．しかし，技術への期待が大きけ

ればその反動も大きい．人工知能は過去 2 回のブー
ムとその後の冬の時代を経験している．5 年後，10
年後にできることと， 50 年後，100 年後にできるこ
との間にはかい離がある．ブームによって資金や人，
モノのネットワークが強化されることは，技術の発
展のためには望ましい．しかし，2 度のブームを経
験した今，再び冬の時代が来る前に，ブームのソフ
トランディング法を過去から学び考えていく必要が
ある．技術者の責任としては，地道に現実にできる
ことも併せて発信していくことが重要になっていく
だろう．そのためにも，メディア研究，レトリック
やコミュニケーション研究との連携や，過去のブー
ムについての在り方を歴史的に振り返る視点が重要
になる．
このような議論をしておくことは，国内だけでは
なく，対外的にも重要である．前述したようにロボ
ットや人工知能に対する ELSI あるいは RRI など人
文・社会科学との協働研究は欧米において盛んにお
こなわれている．欧米で作られた基準や倫理規定を
そのまま採用するだけではなく，自らの価値規範や
尺度などを打ち出していくことが現在求められてい
る．その意味では，この話は 2 節で上げた他分野と
の協働の話とも密接につながってくる．

6 汎用人工知能への期待
「汎用人工知能」を何の目的のために作るのかは，
人によって様々であろう．人間のように自ら学習す
る人工知能をつくる場合，人工知能が読み込むデー
タセットの「質」が問題となる．何を読み込むか，
どう読み込むかというのは，人間が読み込ませるデ
ータを考えているときも問題となることである．何
をどのように読み込んだのかというプロセスが記録
として残り可視化されている限り，後で人間がその
人工知能の読み込んだデータの偏りや質について検
証することが可能である．これは人が意思決定をす
るにあたって依拠している価値判断やフレーミング
を，文献やインタビュー調査から可視化する作業に
似ている．問題は読み込んだデータや学習のプロセ
スがブラックボックス化されていることだが，これ
は人間においても同じことが言える．逆に言うと人
間の思考回路や価値判断はブラックボックスのよう
なところがあり，そのために集合の意思決定が困難
にあったり，研究不正などが起きてしまっていたり
する．人間を模した汎用人工知能をつくるという場
合，人間が行っている不合理なこと，不正なことも
できるようになるとされる．
一方，データの質さえ保障できれば，ある特定の
価値や学問に特化した人工知能を作り，問題解決を
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してもらうことはそれほど遠くない未来に実現する
のかもしれない．実際，専門性の高い職種ほど雇用
が奪われやすいのではないかとも指摘されている．
しかしそこで産出された合理的な最適解がそのまま
受け入れられるかというと，そうではないというこ
とは前述した．たとえば公平で公正な判決が出せる
からといって，人工知能裁判官を人々が受け入れら
れるかどうかは判断が分かれるところであろう．
人々の価値判断や選好が多様である限り，合理的で
あるということはその提案を受け入れることに直結
はしない．
提案を受けさせるのではなく，新たな判断や選択
肢の発見支援目的である特定の価値や学問に特化し
た人工知能を使うこともできる．前述したリスクマ
ネジメントや異分野との対話をいきなり人間同士で
実施するのではなく，ためしにそのような多様な価
値観を表示させることができる人工知能を使うこと
で，視野や選択肢を広げる使い方ができる．実際に，
ディベートのための資料を提供するような人工知能
や「予想外」の視点を提供してくれるデータツール
はすでに実装されている[28]．
以上，汎用人工知能に何を期待するかを考えるだ
けでも様々な視点があり，そこでは価値とは何かを
多様な研究者やアクターを巻き込みながら議論をし
ていく土台が必要となる．冒頭に述べたように，汎
用人工知能という多義的な解釈を保持できる「まだ
見ぬ」技術は，異なるアクターを結びつける可能性
を秘めている．問題の洗い出しができるような対話
の場が形成されるのは夢に過ぎないのか，あるいは
現実に可能であるのか．それを研究会では投げかけ
てみたい．
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