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ンの急速な進行は，
「組織に所属して安定的な暮らしを

1．危機の時代における AI 研究

得る」という我々が前提としてきた働き方や，必要とさ
れるスキルに大きな変化をもたらし，その変化にキャッ

2020 年に入って拡大した新型コロナウイルス感染症

チアップする人々とそうでない人々の間に，深刻な分断

（COVID-19）に伴う危機は，人類社会のあらゆる既存の

をもたらしている．Web サーチエンジンや SNS などの

システムに，在り方を問い，変革を迫っている．本稿を

新たなメディアの普及は，多大な利便性を社会にもたら

執筆している 2020 年 12 月時点においても，COVID-19

す一方で，フィルタバブルと呼ばれる現象に伴う社会内

は感染拡大の第 3 波の局面にあり，収束の見通しがつか

での言論空間の分断を加速し，
「多数決の原理と，建設

ない状況である．AI 研究者のコミュニティである人工知

的な討論を通じた少数派の権利の尊重」という，民主主

能学会も，全国大会や研究会はオンラインでの開催を強

義社会の前提そのものが崩れかねない状況となっている．

いられるとともに，
「研究者どうしの情報交換・交流を促

上記にあげた数々の危機に，AI 研究が深く関わらざ

進する」という機能の発揮に困難が生じており，新たな

るを得ない現実も，我々は直視する必要がある．本誌

役割を担うために変革を迫られている．

2020 年 9 月号の特集「COVID-19 への対応を支える人

現在進行中の危機は COVID-19 によって引き起こさ

工知能技術」[鳥海 20] で扱われたように，感染症の広が

れたというのは，一面的な見方に過ぎないだろう．人

りの正確な把握や，感染の広がりを防ぐ行動変容に効果

類社会はこれまでも何度も感染症による危機にさらさ

を及ぼす介入など，AI の要素技術に期待されるところが

れ，多大な犠牲の上に克服するという歴史を繰り返して

大きい．少子化・高齢化がもたらすさまざまな問題（医

きた．経済活動のグローバル化，人口の都市への集中

療・介護・労働力不足など）に対して，自動運転や介護

が，感染症のリスクを高めることは以前から指摘されて

ロボット，サイバーフィジカルシステムなどの AI シス

おり，COVID-19 は水面下で進行していた危機を表面化

テムの実用化に解決策を求める社会の期待は依然として

させたに過ぎないとする見方がより適切であろう．国際

大きい．
「求められるスキルが変化している」という現実

社会における大国間の対立の激化も，感染症への対応に

に 対 応 し，STEM（Science, Technology, Engineering,

あたって不可欠な国際的協調を妨げ，感染拡大を助長

and Mathematics）教育の強化が世界各国で叫ばれ，日

している可能性がある．仮にワクチンの開発が成功し，

本でも閣議決定された「統合イノベーション戦略 2019」

COVID-19 を克服したとしても，新たな感染症が同様の

[内閣府 19] において，
「データサイエンス・AI を理解

（あるいはより大きな）危機を引き起こすリスクは依然と

し，各専門分野で応用できる人材を年間 25 万人育成す

して残る．

る」という方針が掲げられている．Web サーチエンジン

さらに，感染症とは別の巨大ないくつもの危機が水面

や SNS の裏側で動いている機械学習アルゴリズムをめ

下で着実に進行している現実を，我々は意識しなければ

ぐっては，公平性や信頼性，説明可能性の担保が大きな

ならない．世界各国で急速に進む少子化・高齢化は，徴

課題となっており，多くの AI 研究者がこの課題に取り

税と社会保障による所得再分配，家庭内や地域社会内に

組み始めている．

おける相互扶助など，社会を支える根底となるシステム

現在の AI 研究コミュニティは，上に述べたような社

をおびやかしている．インターネットやスマートフォン

会からの数々の要請に対応し，対象とするテーマを拡大

など，社会の在り方そのものを大きく変えるイノベーショ

し続けている．2020 年 6 月にリリースされた「AI マッ

レクチャーシリーズ「AI 哲学マップ」開始にあたって
プ β 2.0」[人工知能学会 20] に追加されたマップ E「AI
研究の現在」
（図 1）には，その様子がよく反映されてい
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絶好の機会でもあるだろう．
前号にて完結した「人工知能の今」に続く新たなレク

る．マップの中心に位置する「機械学習」を中心に多数

チャーシリーズ「AI 哲学マップ」
（Vol. 36, No. 2 〜, 11

の研究が発表されるとともに，
一番外側の「AI 応用」
「
，AI

回掲載）
では，
AI マップ β に新たに追加する
「哲学マップ」

と社会」には，社会からのニーズの高まりを受けて活発

をつくることを念頭に，AI 研究者と哲学者の交互による

化した分野を反映し，最近になって論文誌のキーワード

リレー形式の連載を行うことを計画している．AI 研究の

リストに追加された多数のキーワードが位置している．

発展に大きな影響を与えてきた哲学の課題と，AI 研究の

確かに，
社会からの要請に対応し，
AI 研究コミュニティ

さまざまなキーワードとの関連をマッピングすることで，

を柔軟に変化させていくことは重要であり，今後も継続

AI 研究の新たなパラダイム創出に向けた議論を喚起する

していくべきだろう．一方で，過去の 2 度の AI ブーム

とともに，哲学者をはじめとする異分野の研究者との建

をめぐるエピソードは，AI 研究コミュニティが社会の変

設的な議論や，社会との対話をするための土台づくりを

化にただ流されることの危うさも示している．AI 研究を

行うことを目指す．

取り巻く複雑な課題を社会と共有することは非常に難し
く，AI 研究への過度の期待とその後に必然的に起こる幻
滅はどうしても避けられない．AI 研究コミュニティとし

2．AI 研究発展を支えてきた哲学の議論

て次に取り組むべきテーマを議論し，主体的に方向性を

AI マップ β のマップ D（図 2）は，他の科学分野と比

定め，社会と対話していくという努力が，いまこそ必要

較したときの AI 分野の特異性を示している．多くの科

とされているのではないだろうか．

学分野は，基礎的な理論を中心に置いて，そこからの積

現時点で，多数の研究者が一堂に会して活発な交流・

上げによって発展していくのに対して，AI 分野は真逆の

議論を行うことを控えざるを得ない状況は，残念ながら

構造になっている．AI 研究は，
「知能とは何か」という

しばらく続くことが予想される．一方でこの状況は，研

テーマを永遠に追い続ける学問でもあり，構成論的アプ

究者一人一人が物事の本質について思索を深め，これか

ローチ，
すなわちシステムをつくって動かすことによって，

らどのような課題に取り組むべきかをじっくりと考える

知能の本質に迫るという方法がとられてきた．そのために，

図1

AI マップ β 2.0 マップ E「AI 研究の現在」
（© 人工知能学会 AI マップタスクフォース，Licensed under CC-BY 4.0）
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周辺分野の厚みを増しながら，マップ D の中央に位置す

知能」[Turing 50] を著したアラン・チューリングにも影

る AI フロンティアに向かっていくという流れがつくられ

響を与えたといわれている．1956 年夏に開催されたダー

ている．

トマス会議でも，脳とのアナロジーによって研究を進め

このように，
「周辺から中心に向かう」という流れをつ

るサイバネティクス的アプローチは扱われていたものの，

くり出すうえで，古代ギリシャ以来連綿と続けられてき

その後の AI 研究の中心は，計算機上におけるプログラ

た「知能とは何か」を探求する哲学の営みは，大きな影

ミングによる数学的な形式化に重きがおかれ，サイバネ

響を与え続けてきた．
「AI フロンティア」に向かわせる

ティクス的アプローチは下火となった．

原動力が哲学であり続けたのが，AI 研究の歴史と見るこ

＊1

1960 年代に，米国 ARPA

などの資金援助を受けて

とができるだろう．ここでは，AI という研究分野を生み

起こった第一次 AI ブームでは，社会において語られた

出したダートマス会議前後や，三次にわたる AI ブーム

楽観的な見通しに対して，いくつもの限界が明らかにさ

の転回点に着目し，哲学の議論がどのような影響を与え

れたことにより，ブームが収束した．一方で，ジョン・マッ

てきたかを俯瞰する．

カーシーとパトリック・ヘイズによるフレーム問題の定

1940 年代に MIT の数学者ノーバート・ウィーナーを

義 [McCarthy 69]，ALPAC レポート [ALPAC 66] によっ

中心に進められた「サイバネティクス」と呼ばれる学際

て指摘された言語学などの基礎研究の必要性の指摘など

研究活動では，脳（生命体）とのアナロジーにより知能

が，さまざまな哲学的な議論を巻き起こした．

を機械（計算機）で実現するアプローチが探求され，さ

1980 年代の第二次 AI ブームの頃には，AI 研究が提

まざまな哲学的な議論が行われた [杉本 18]．サイバネ

示した課題が，哲学の議論にも大きなインパクトを与え

ティクスは学術分野としての成立には至らなかったもの

た．
「人間の心というものを理論的に考察しよう」
，
「機械

の，サイバネティクスで行われた議論は，
「計算機と脳」

は思考をするか」という議論，
「心的な性質はコンピュー

[Neumann 58] を著したフォン・ノイマン，
「計算機械と

タやプログラムに帰属できるか」といったテーゼが哲学

図2

AI マップ β 2.0 マップ D「AI 研究は多様 フロンティアは広大」
（© 人工知能学会 AI マップタスクフォース，Licensed under CC-BY 4.0）

＊1 米国国防総省傘下の研究管理組織 Advanced Research Projects Agency（高等研究計画局）の略称．現在は DARPA（Defence
Advanced Research Projects Agency）と呼称．

レクチャーシリーズ「AI 哲学マップ」開始にあたって
者達の間で議論された．ジョン・サール [Searle 80] に
よる「中国語の部屋」
，
松原 [松原 90] による一般化フレー
ム問題の提唱，スティーヴァン・ハーナッド [Harnad
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3．新たな AI 研究パラダイム提示への挑戦
1 章で述べたように，現代社会において進行している

90] によって提唱されたシンボルグラウンディング問題，

数々の危機に対して，AI 研究コミュニティは深く関わ

スチュワート・ラッセルの「エージェントアプローチ人

らざるを得ないという現実がある．一方で，AI システム

工知能」[Russell 02] などで整理された記号主義とコネ

の急速な普及は，社会の中にさまざまな不安を巻き起こ

クショニズムという二通りのアプローチなどの議論は，

してもいる．AI 研究コミュニティが，こうした状況に対

現在の AI 研究の構図にも大きな影響を与え続けている．

してただ受動的に対応するだけでは，再び AI 研究への大

一方で，
「人間の心とは何か」という議論，
「コンピュー

きな幻滅を生むという結末に至りかねない．

タの計算は何をやっているのか」という議論が並行する

社会からのさまざまな要請に対して AI 研究が主体的

ことで，
「コンピュータによる人間的な推論を目指す研究

に対応するためにも，哲学に基づく新たな社会像の提示

をやっている」という AI 研究者達と，それを批判する

に向けた議論は，極めて重要であろう．特に，西洋哲学

哲学者達という対立の構図が生まれた．日本における AI

が提示してきた諸課題に加えて，原始仏教，禅，道教な

研究の勉強会であった AIUEO を総括する記事 [斉藤 20]

どの東洋哲学が提示してきた諸課題も合わせて，社会に

において，立上げ人の一人である片桐恭弘氏は，哲学者

おける新たな AI 像を示していくことは，日本の AI 研究

達との議論を振り返って以下のように述べられている．

コミュニティによる大きな貢献となり得るだろう．井筒

しかし，
「現代思想」の議論は全くかみ合わなかった．
哲学側は「コンピュータで人間の知能が説明できるな
どあり得ない，
そもそもそんなことを考えるのが不遜だ」
という論調．AI 側は「できるかどうかはやってみなけ
ればわからない，コンピュータを使うのは研究の方法
論であって，方法論を頭ごなしに否定するのは理解で
きない」という論調．なんでこんな議論になるのだろ
うと不思議に思った記憶がある．この座談会が掲載さ
れた「現代思想」が出版されてすぐに著名な経済学者
に新聞紙上で「頭の固い計算機学者」のように評され
てしまった．
もっとも AI と哲学の「感情的」すれ違いは日本だ
けの現象ではないようだ．John McCarthy とともにフ
レーム問題を提唱した Pat Hayes はフレーム問題に関
する論文を集めた本の中で哲学者がフレーム問題を全
く違う問題にすり替えてしまったと「怒って」いる．

俊彦が著書「意識と本質」[井筒 91] で示した意識の構
造や，西洋のサーバント的な AI 観とは異なる日本のキャ
ラクタ的なバディとしての AI 観などは，AI がこれから
どのように社会に受容されるかを議論するうえで，多く
のヒントを含んでいるのではないだろうか．
長尾 真氏による論稿「情報学は哲学の最前線」[長尾
19] は，
「古代ギリシャから議論されてきた善とは何か，
正義とは何か，幸福とは何か，精神を健全に保つこと，
また世界に紛争をなくすこと，そのための方策は何かと
いったことについて，世界的な合意が得られるような議
論の場を設けて，意見の一致が得られるよう努力する方
向」が，AI 研究をはじめとする情報学に求められる大き
な哲学的課題であるとしている．また，長尾氏は「善や
倫理の問題を理性脳の範囲で議論するだけでなく，ブッ
ダの考え方，禅の無の思想，道徳や宗教などに目を向け
て情報社会のこれからの役に立つような議論を深め実践
に結び付けていく努力が求められる」
とも述べられている．

第三次 AI ブームといわれる現代は，深層学習を中心

AI 研究者は，人間と世界に関して細分化を重ねた学

とするコネクショニズム全盛の時代であるともいえるだ

問の諸課題を，AI 研究というテーブルの上で再構築する

ろう．深層学習の進歩がさまざまな研究成果を生み出す

役割を果たし得る立ち位置にいるし，そうした役割を果

一方で，フレーム問題，シンボルグラウンディング問題

たすことが，これからの AI 研究コミュニティの発展にお

などをめぐる議論も再び喚起されている．深層学習に問

いて非常に重要であろう．哲学はすべての学問の基盤と

題をセットしているのは人間であり，深層学習はフレー

なるものであり，異分野の研究者との対話を促すもので

ム問題を解決していないとされる．シンボルグラウンディ

もある．レクチャーシリーズ「AI 哲学マップ」が，こう

ング問題については，解決できていると主張する研究者

した営みの促進に寄与し，AI 研究の新たなパラダイムの

もいる．

提示につながる議論を喚起する一助となれば，
幸いである．

上記のとおり，AI 研究発展の歴史において，哲学の議
論は大きな方向性を示し，原動力を与え続けてきた．第
三次 AI ブームが佳境を迎えつつある現時点で，再び哲
学の議論を喚起し，哲学者達との建設的な対話を試みる
ことは，これからの新たな AI 研究のパラダイムをつくり
出すうえで，大きな意味があると筆者らは考えている．
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