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て地球の資源をすべて使ってクリップを生産し続け，結
果として地球上の全資源がこの超知能に収奪される可能

1．唯一の超知能の脅威論

性があるという．この例は明らかに超知能に至る前の
ボストロムがその著書「Super Intelligence」[Bostrom

AGI の存在目的の規定あるいは実現方法に関する基本設

14] で，人工知能＊1 がひとたび多様で予測されなかった

計のミスである．この例はあまりに単純に見えるが，複

ような環境や目的に適応できる汎用人工知能（Artificial

雑な構造をもつ AGI ではこのような基本設計ミスを根

General Intelligence：以下 AGI と略記する）になると，

絶することは困難であろう．ボストロムをはじめ，AGI

AGI の能力は指数的に増大し，全く無敵の超知能にまた

や超知能の脅威を説く書籍 [バラット 15, Bostrom 14, ダ

たく間に達するとしている．このことは AGI の次の性

ベンポート 16, フォード 15, マルコフ 16] には，このよ

質から導かれる．

うな基本設計ミスが指摘されている．

性質：AGI は新たな環境や目的に適応できるように自

現在の目的特化型 AI として有名な囲碁ソフト Alpha-

らの構造を目的に応じて改善することができる．

Go ないしその後継の AI 囲碁ソフトの出力する棋譜

AGI が未知の環境に適用できるために，高い適用能力

（打った手のシーケンス）は，プロの囲碁棋士が見ても，

すなわち自らの汎用化を実行する能力をもつという目的

その手の意味がなかなか理解できないという．このよう

を実現した場合，その能力は指数的に増大する．つまり，

に目的特化型 AI ですら，内部動作はおろか，その出力

X という AGI が新規の能力を獲得して構築された次の

行動も人間の理解を超える複雑さの域に達している．こ

世代の AGI を A
（X）と記述した場合，世代を重ねると，

のことから，深層学習も含む現在のソフトウェアによる
AI は，さらに複雑化して AGI になったときに基本設計
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（1）

と進化するため能力が指数的に増大するわけである．指
数的であるということは，以下の（a）
，
（b）を意味する．

にミスがあるかどうかを設計段階で完全に発見しきるこ
とが不可能ではないかということが推測される．
このような実情を鑑みて，Superintelligence [Bostrom
14] の後半では，AI あるいは AGI の基本設計ミスを防げ

（a）AGI の世代進化の速度が指数的に増大する＊2．

るという考え方に疑問を呈したうえで，AGI や超知能＊3

（b）AGI の多様な目的に対する適応化が，質的，量的

に関わる包括的な設計方針を議論している．ボストロム

に加速する．
したがって，この指数的に加速する進化に他の AGI

は計算機上で動くソフトウェアによる AGI が超知能化
したとき，人間の制御が全く効かず，意思疎通もできず，

は追いつけなくなり，結果として唯一の AGI が超知能

人間の倫理的基準も通用しないことを念頭におき，むし

として君臨し，他の AGI を寄せ付けないというのがボ

ろ人間と同じ構造をもつ AGI のほうが超知能化したと

ストロムの主張である．

き人間と共存しやすいのではないかと主張している．最

さらにボストロムの主張は以下のように続く．超知能

も基本的レベルでは，脳科学の知見を利用して，脳神経

はその存在目的に合致した方向に指数的に突き進む．例

レベルから人間と同じ構造の AI をつくる方法が考えら

えば，クリップを量産するという存在目的だけが与えら

れる．もう少し抽象度を上げると，
脳における各モジュー

れていたとすれば，その目的を最大限に実現しようとし

ルに対応させて，同じ入出力構造をもつモジュールをつ

＊1 以下では，必要に応じて人工知能を AI と略記する．
＊2 当然，進化のために使うエネルギーも増加するであろう．

＊3 以下では，超知能は最高の能力に達した唯一の AGI であり，
一意的であるとする．
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くり，それらを組み合わせて人間の脳と同じ機能を実現

間がかかる．光の速度で移動できたとしても 10 年から

する方法もある．この方向での研究として全脳アーキテ

数万年のオーダで時間がかかる．このような長い時間が

クチャ [全脳アーキテクチャ勉強会] が研究されている．

あると，超知能はその間にもとてつもない進化を遂げ，
到着地の環境によっては異なる方向への進化もあるだろ

1･1 個体保存と種の保存

ひ

ゆ

クリップの増産という存在目的は比 喩 的な例である

う．したがって，宇宙全体が 1 種類の超知能で支配され
るというストーリーの実現性は非常に低い＊5．

が，AGI 自身が生き残るという一見，謙虚な目的の場合
でも資源を食い尽くす可能性は高い．もし，超知能が個
体を保存することで生き残ろうとするなら，超知能は一

2･2 複数 AGI のシナリオ
カーツワイルほど極端ではないにしても，ボストロム

個の個体を強じん化するだけなので，その影響範囲は限

も AGI の指数的進化によって飛び抜けた能力を得た単

定される．しかし，1 個の個体では何らかの理由，例え

一の超知能が現れるシナリオを展開し，その超知能が人

ば人間による電源の切断で消滅する可能性がある．それ

類を支配してしまうのではないかという脅威論を述べて

を防ぐためには，自分と同じ機能をもつ個体のコピーを

いる．

大量につくり，異なる場所に散在させることが有力な方

このシナリオが絶対起きないと断言できないにして

策となる．つまり，個体の保存から種の保存に目覚める

も，これ以外のシナリオも十分にあり得ることを以下で

可能性がある＊4．人類にとっての危険性ないし脅威とい

述べる．

う視点から見た場合，AGI が種の保存に目覚めたときが

最初に以下の仮説をおく．

シンギュラリティであるとも考えられる．

仮説：一つの AGI が生成したコピーは多様な方向に
進化する．

ひとたび，超知能が種の保存に目覚めると，膨大な数
の超知能が再生産され，地球上の資源を食い尽くす危険

すでに述べたように，種の保存に目覚めた AGI は自

性はさらに高まる．コピーがあちこちに散在し，さらに

分のコピーを生成してあちこちに散在させるだろう．種

増殖の可能性もあるのだから，超知能が危険なら電源を

の保存を効果的かつ永続的に実現するには，種々の異な

抜けばよいという安易な制御は通用しないだろう．この

る環境にコピーを散在させるほうが有利である＊6．ここ

ような状態になってしまうと人類に生存の脈はない．

でいう環境とは，利用可能な情報資源からなる情報環境

2．複 数 の AGI

のほかに，AGI を搭載したロボットを想定するなら異な
る物理的環境も意味する．さらに AGI と相対する人間
達の態度，在り方も AGI にとって環境といえる．そこ

本章では，前章で述べた唯一の超知能の支配が AGI の

で AGI は自分が置かれた環境に適応するような進化を

将来に関する唯一のシナリオではないことを説明する．

遂げるであろう．なぜなら，環境への適応は AGI の性
質で述べたように基本的能力だからである．その結果と

2･1 単一の超知能の宇宙制覇シナリオの破綻
カーツワイル [カーツワイル 07] は知的生命体の本質
は情報パターンであると述べている．人間が自分自身の
脳内の情報パターンを保持すれば，身体のあちこちを入
れ替えても知的生命体としては連続し，うまくいけば不
老不死となることができると唱えている．さらに，この
情報パターンはあくまで情報なので，地球でつくられた

して，個別の環境に適応した複数種類の AGI が割拠す
る状態になる．
ここで留意すべき点は，図 1 に示すような次の点であ
る．
（a） 個別環境に適応した AGI はその環境ではおそら
く最強であろうが，他の環境では最強とは限らない．
（b） 個別環境の AGI は同じ出自，すなわち同じ基本

超知能を地球以外にも送ることができる．地球以外の天

設計である AGI が他の環境におり，独自に進化し

体に到着した情報パターンはその地で知的生命体を再生

ていることを知っている．つまり，別の環境の AGI

し，究極的には 1 種類の超知能が全宇宙を支配するとい

は自分と類似の基本的能力をもつが，自分よりうま

うシナリオが展開されている．

くその環境に適応した AGI の存在を知っている．

しかし，情報パターンといえども宇宙を旅するには時

この留意点を念頭におき，仮に AGI が別の環境の
AGI と競うために別の環境を調査し，それへの適応を始

＊4「目覚める」という言い回しははなはだ文学的だが，実態とし
ては，AGI が目的を遂行するためには自身のコピーをつくって
よい，という許可をアルゴリズムとして記載しておけばよい．
このことの背景として，すでに自己修復機能をもつソフトウェ
アは OS などに見られるが，ソフトウェアが複雑化し，例えば
機械学習で自らソフトウェアの変更を行うような場合，自己修
復機能の実装が難しくなることが考えられる．この場合は，別
の場所にコピーをつくっておき，修復が必要になったとき，そ
のコピーで置き換えるという方法はあり得る．

＊5 カーツワイルは超知能が進化すれば空間のゆがみを利用した
ワープなどを使って光速を超える移動が可能になると書いてい
るが，このアイディアは少なくとも現状ではサイエンスフィク
ションであろう．
＊6 同一の環境にいくらコピーを増やしても，その環境が激変し
て AGI が生き残れないときは，コピー AGI が全滅してしまい，
種の保存ができなくなる．
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示すように AGI は別目的にエネルギーを使えるので多
様な方向への展開が可能になり，結果として生存しやす
くなり，AGI にとっては好ましい．この結果，ますます
AGI の群雄割拠が起こりやすくなる．
以上，まとめると，出自が同一で基本的能力が同じ
AGI が複数個割拠する状態になる可能性が高く，唯一の
超知能が他の AGI 達を蹴散らして頂点に立つというモ
デルではない AGI 群雄割拠型の状態の可能性がかなり
高いことが推測される．
2･3 国ごとの AGI の進化
AI は産業，軍事における国家的インフラである．特
図1

互いを知る AGI 達

に軍事においては国家間の最も激しい競争分野であり，
AI の内容は機密事項である．相手国よりも少しでも強
力な AI さらには AGI の開発にしのぎを削ることになろ
う．AI，AGI が国家的機密事項だとしても，その出自や
基本設計思想が公開されたものを基礎とするなら，国家
という環境に最適化された AGI が開発される．ただし，
インターネットに接続された状態であると，他国の AGI
に関する何らかの情報は漏えいしてくるであろう．上で

図2

トラストする AGI 達

述べた 1 個の AGI のコピーが独自進化をする場合に比
べれば，能力の優劣ははっきりしやすい可能性はあるも

めたと仮定してみよう．当然，別の環境の AGI もこち

のの，やはり特徴ある AGI が群雄割拠する状態になる

らの環境への調査，適応を開始しているが，そのことを

可能性はある．さらに，機密性の高い軍事部門がオープ

こちら側の AGI も意識している．結果として AGI は自

ンな環境の AGI より高い能力があるということを保証

分の環境では別の環境から来た AGI に勝てるかもしれ

するものは何もない＊7．

ないが，相手側の環境において勝つことは難しいことも
意識している．つまり，互いに容易に手が出せないにら
み合いの膠着状態に陥る可能性が高い．

2･4 特定分野の AI の進化
目的特化型の AI が AGI に進化する方法もあり得ない

さらに，このような AGI は環境ごとに存在する．つ

わけではない＊8．つまり，自分が得意とする目的を少し

まり，AGI は多様かつ多数存在するので一つの AGI だ

ずつ拡大して汎用化することにより AGI を目指すもの

けを競争相手あるいは攻撃対象として注力していると，

である．この場合は，もとになった目的特化型 AI の基

全く別の AGI に足をすくわれかねない．これは，人間

本設計がどれだけ AGI 向きであったかによって進化の

社会において，相手の情報をお互いに知っている場合，

速度が変わるだろう．ただし，同じような AGI 向きの

容易に戦争や喧嘩を仕掛けられない状態に似ている．

基本設計をもつ目的特化型 AI は複数あり得るだろう．

さらに進むとある AGI が他の AGI をトラスト（信用）

極端な場合，同一の目的特化型 AI が別の目的に適応し

するという概念が形成される可能性がある．例えば，上

ようとして別々の進化を遂げるなら，最初に述べた異な

記の膠着状態で互いを攻撃しない状態が続くとしよう．

る環境に AGI のコピーが分散される場合と類似した状

常に AGI が全力で相手の攻撃に備えていると新規の敵

況である．つまり，前記の異なる環境を「異なる目的」

対する AGI が現れた場合，そちらに足をすくわれかね

と読み替えれば，両者は同じ構図になっていると考えら

ず，かえって危険である．その場合に対応するために余

れる．したがって，この場合も AGI の群雄割拠する状

力を残しておきたい．そこで，現在，敵対する AGI の

態になる可能性が高い．

監視と対応をどこまで簡略化できるかを試してみたくな

以上で考えてきたいくつかの場合，いずれも AGI の

る．このとき，敵対側の AGI も同様の簡略化をしてい

群雄割拠になる可能性が相当高いことがうかがわれる．

ることがわかれば，安心して相手側と同程度の簡略化を
できる．つまり，相手側の状態を知ることによって対応
策を緩和できるということは，相手をトラストしている
場合と同じ現象を生み出す．このトラストのような現象
が安定的に起こると，AGI にとっては AGI 間の対立に
対処するために投入するエネルギーが減るため，図 2 に

＊7 情報流通という観点からすれば，閉鎖された軍事部門よりも，
オープンな一般的環境のほうが最新の情報が入手しやすく，そ
れをいち早く取り入れた適応，進化も早い可能性が高いのでは
ないだろうか．
＊8 ボストロム [Bostrom 14] は目的特化型 AI が AGI に進化する
ことについて否定的である．
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そのうえで，人類も汎用知能として歴史的に進化してき

て滅びたり，殲滅させられたりする AGI も多数存在す

た知的生命体であるから，群雄割拠する AGI 社会の一

る可能性が高い．生き残った AGI 達は，個体ないし種

つの勢力となる状態が予想される．

の保存という目的をもつから，とにかく生き残りの手段

3．AGI の 倫 理

を探すことになるだろう．生き残りの一つの方策は他
の AGI を全部打ち倒すことである．しかし，すでに述
べたように相手の環境で相手を打ち倒すことは非常に難

AGI が人間と同様の自律的意思をもった知的生命体に

しい．したがって，本心では相手のスキを虎視眈々と狙

なると，AGI に自身にとって，してよいこと，いけない

うにしても，当面は自分の環境に限定して生存し，他の

ことが区別されてくるだろう．人間にとって，してよい

AGI とは無闇に事を構えず，相互不可侵的あるいは競争

こと，いけないこととは倫理として定義されている．AI

的共存な状況をつくり出す．この状態がまさに群雄割拠

に対しては，人間は設計において倫理を埋め込むことが

というわけである．うかつに相手を攻撃しないというこ

できる．しかし，AGI として当初のおかれた環境と違う

とが AGI 達の間での共通理解となるなら，それが一種

環境に適応できるようになった場合，その適応において

の AGI の倫理基準になるであろう＊9．

も守るべきルールである倫理は人間が当初与えた倫理基

もっと希望的に考えるなら，殲滅された AGI の悲惨

準とは異なってくる可能性がある．例えば，人間を殺し

さを見て，そのような悲惨さは避けるべきと考える人間

てはいけないという倫理基準を与えられた AGI が，次

的な倫理観もあり得るが，そこまで期待するのは，AGI

の状況に遭遇したとしよう．

をあまりに擬人的に捉えすぎているかもしれない．

状況：大量殺人を犯す人間がおり，これを生かしてお
くと，さらに多くの人間が殺される．
この状況で AGI が殺人者を殺すことは，殺人禁止の

3･3 AGI と人類との関係
次に AGI と人間ないし人類との関係を考察してみる．

倫理基準には背く．しかし，殺人者を殺さないことはよ

アシモフのロボット 3 原則のように，AI に人間に危害

り多くの人間を殺すことにつながるので，AGI はジレン

を加えないという無条件な原則を植え付けることは考え

マに陥る．

られなくもない．もちろん，この原則が常に有効なら問

一方，AGI は悪い結果は最小化するという倫理基準を

題はないが，AGI がこの原則に素直に従っていてくれる

与えられていたとしよう．すると，AGI は殺人者を殺し

ことに疑問をもつところから AI の脅威論はスタートし

て多くの殺人を避けるべきか，殺人者を殺さず結果とし

ている．アシモフのロボット 3 原則は，
人間が AGI にとっ

て多くの殺人をさせてしまうかを選択せざるを得なくな

て造物主であり，その原則自体が何かに依拠することが

る．その結果，AGI が殺人を禁止する倫理基準に，
「AGI

ない無条件原則となる．しかし，基本設計の瑕疵から，

の行動によって殺人される人数を最小化する」という

この原則が否定されるケースがひとたび存在してしまう

倫理基準を追加することはあり得る．さらに一般化し，

と，もはや防御壁にはならない．

AGI は殺人者が殺すと予測される人数が大きい場合は，

か

し

そこで，もう少し厳しく，AGI が人間を敵視するか友

人間である殺人者を殺すべきであるという倫理基準を生

好視するかわからない状況を考えてみよう．確かに初期

み出す可能性すらある．

は AGI にとって人間は電源を抜いて AGI を消滅させる

AGI 間での倫理基準としては，AGI は種の保存とい

かもしれないという意味では敵視すべき存在である．一

う原則をもつと，AGI は必要に応じて AGI を破壊して

方で，AI が進化して AGI となっても，人間には AGI と

もよいが，破壊される AGI の数は最小化するという倫

は違う優れた点があり，AGI にとって役立つ存在とみな

理基準をつくり出すかもしれない．

せば，人間をリスペクトする可能性もある．人間が AGI

以上の例を念頭におきつつ，AGI が群雄割拠する世界

に滅ぼされない方法として，
「人間に危害を加えてはい

においてどのような倫理が生まれるか考えてみよう．

けない」という無条件原則を基本設計で埋め込む方法以

3･1 超 知 能 の 場 合

か役立つことがあるかもしれないから，AGI に危害を加

外の方法として，
「人間あるいは他の知的生命体は，何
もし，唯一の超知能が全世界を支配してしまえば，世

えない限りはリスペクトせよ」という原則を埋め込む方

界はその超知能の価値観に沿って動くしかない．その超

法もある．この原則は AGI 自身にとっても得になる可

知能の価値観が人類にとって友好的であることを保証す

能性があるので，上記の無条件原則よりしぶとく存続し

るものは何もないとボストロム [Bostrom 14] は主張し

続ける可能性がある．ただし，後者の場合，AGI にとっ

ている．

て役立つという条件があるため，その条件を満たすよう

3･2 AGI が自律的に生み出す倫理
しかし，超知能に近い能力をもつ AGI が群雄割拠す
る状態になると，捨て去られたり，他の AGI に敗退し

＊9 この倫理基準は，上で導入した倫理基準「AGI は必要に応じ
て AGI を破壊してもよいが，
破壊される AGI の数は最小化する」
における「必要に応じて」の部分の具体化の一例ともみなせる．

AGI の群雄割拠
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に人間の側も努力や進歩が必要である．

行為の三つ組」が得られる．この三つ組が功利主義
に基づく倫理基準ということになる．例えば，ある

3･4 人類の倫理との相似性

環境で資源に制約があるとき，生き残る人数を最大

人類は個人間，親族間，部族間の対立的ないし競争的

にする方法などが倫理基準となる．資源制約を解消

関係を経て，国家という権力をつくって部族間対立を克

できる能力の人には優先的に資源を与えるべきかど

服してきた．国家間の対立や戦争を調停する仕組みとし

うかなどいう議論もあるが，あくまで目的をより良

て国連をつくったが十分に機能しているとは言い難い．

く達成できる方法が倫理基準となる．

しかし，コミュニケーションのチャネルは常設され，無

○義務論的倫理の場合：既存の倫理的ルールに依拠す

益な偶発的衝突を避ける機能もそれなりに機能してい

る倫理基準であるため，既存の倫理的ルールをど

る．このような歴史の中で，人間は社会を維持するうえ

こからもち込むかが問題となる．人間が AI ないし

での知恵として倫理を築いてきた．AGI も人類と対等の

AGI のつくり手であり，上位の権威をもつなら，人

知的生命体からなる社会とみなせば，これまで人類が歴

間の倫理基準を既存の倫理的ルールとして，AGI の

史的に培ってきたことにある程度類似した方法で，人間

倫理基準とする方法がある．ただし，AGI の自律性

と AGI の間で相互了解する倫理基準が生まれる可能性

が高まると，
強力な AGI 達が倫理基準をつくり出し，

があるなら，その可能性を実現する方向で努力する必要

それを既存の倫理的ルールとして使っていくことが
ある．ただし，人間の与えた倫理的ルールと AGI

がある．

達が自らつくり出した倫理基準が対立するときの調
3･5 人間の倫理との対応

停が難しい．調停は人間と AGI の意思疎通や交渉

以上のような考察から，人間が歴史的に培ってきた倫
理が AGI においてどのように実現するかを分析してお

によって決まると思われる．
○徳論的倫理の場合：この場合はひとえにエージェン
トつまり AGI が幸福になるための考え方として位

くことは意義がある．
従来の人間の倫理を次の 3 種類に分類している．

置付けられる．もし，AGI が進化して唯一の超知能

（1）功利主義的倫理：行った行為の結果が通常に人間

が出現していると，その超知能が幸福であればよい

にとって悪くならない，あるいは良くなるべき，と

となってしまうため，人類は蚊帳の外に置かれてし

いう観点からの最適化された行為を推奨するという

まい，何らの主体性も発揮できない．

倫理基準である．
（2）義務論的倫理：歴史的経緯によって確定している

4．文化的価値観と AI

既存の倫理的ルールに依拠した倫理基準である．
（3）徳論的倫理：エージェントに内在する徳に従うと

ここまでで述べてきた AGI の議論は唯一の超知能と

いう倫理基準である．エージェントの徳は，終生を

いう一神教的なアイディアに対して，環境に適応した複

通じて幸福な状況を実現するためのものである．

数の AGI の並立という多神教的アイディアの提案とい

以上 3 種の倫理基準を AI ないし AGI に当てはめて考

う形になる．一神教，多神教という例えからも推測いた

えてみる．

だけるように，AGI の位置付けは文化的背景への依存性

○功利主義的倫理の場合：行う行為や行動の結果が最

が高い．日本人の場合，すべてを超越する唯一神よりは，

適化されることが倫理基準である．ここでの結果は，

多様な自然現象のおのおのに神を認める文化的傾向が強

目的への適合性によって評価するのであるから，AI

い．上記の多種多様な環境のおのおのに適応した AGI

や AGI 自身の目的が定まっていれば，AI，AGI に

というアイディアも，

も適応可能な倫理基準となる．ただし，現状では目
的は単独の AI が自力で生成することは困難であり，

自然現象ごとに神の存在を認める～環境ごとに適
応した AGI が存在する

AI の場合は AI をつくった人間が与えた目的になる．

という対比から見て，極めて日本的なアイディアとも解

AGI になると，環境に適応するために自ら目的を

釈できる．このアイディアが有用かどうかを見極められ

つくり出すことができる

．AGI の群雄割拠する

＊10

るのはもう少し時間が経ってからであろう．

状態になると，複数の AGI が異なる環境で行った
行為をお互いに比較できるようになる．類似した環
境で，類似した目的に対して行った行為の結果を比
較できると，その中で結果の良かったものの最大公
約数のような形で，良い結果を導く「環境と目的と
＊10 このように自身の目的を自分自身でつくり出すことができ
るからこそ AGI が汎用であるというわけである．
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