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山川宏

進化の終焉とシンギュラリティ・セミナー 2020年3月19日(木)

技術進展がもたらす進化戦略の終焉

- 新たなる生命社会の形を求めて -



EcSIA： AIと共存する望ましい未来社会像

私が思う，望ましい未来像とは 「万人の幸
福」と 「人類の存続」の間のトレードオフの緩
和をAIがおこなうことで、その両立を目指すも
のである．

こうした未来社会では共有財産としての多様な
人工知能と，時に拡張された人類によって生態系
が形成される．私はこれをEcSIA (Ecosystem of 
Shared Intelligent Agents )と呼ぶことにした．

EcSIAは大自然の如く複雑広大で，人類はそれ
を完全には理解し把握できないまでも緩やかに制
御する． そしてEcSIA が生み出す恵みや富は万
人に分配される．

（山川, 2015年７月) 
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人為的なEXISTENTIAL RISK
（存在論的リスク）の増大

世界において制御し難い人為的なリスクが増えづつけている
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普遍的な脅威の増加(threat of universal unilateralism)

新興技術は、後戻りできない形で、破壊的な攻撃能力を様々な

エージェント(国家から個人まで）にもたらす。

技術を用いて、Global catastrophic riskをもたらしうるエー

ジェント数を急増させている。（→ Agential risk )

(a) Dual usability: 

多くの技術は、道徳的に悪い面にも利用可

(b) Power: 

新興技術による、影響力の増大

(c) Accessibility: 

世界を破壊するのに必要な最小IQは低下し続ける
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Torres, P. Superintelligence and the Future of Governance: On Prioritizing the Control Problem at the End of History. In Artificial 
Intelligence Safety and Security; Yampolskiy, R.V., Ed.; Taylor & Francis Group: Boca Raton, FL, USA, 2018



課題は新興技術による人為的なリクスの増大
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• 化石燃料： 気候変動

• 核エネルギー： 大量破壊、核の冬

• 合成生物学： 致死性の細菌によるパンデミック

• ナノテクノロジ： グレイ・グー

• AGI： 技術開発の加速、 主導権を奪われる

Figure 1: Diagram illustrating the 
growing power of technology. Note 
that this does not take into account 
the increasingly destructive 
capabilities of biotechnology, 
synthetic biology, molecular 
nanotechnology, and “tool AI.” 
(Based on a figure created by Gary 
Ackerman; see Torres 2017a.)

[Torres, P., 2018]



Environment and Intelligent agent (IA)

• Suppose that we sent a group of IA that 
can breed to unknown planets. 

• Fortunately, they can quickly gain 
energy sources and survive.

• If they survive after 1000 years, what 
properties should they take?
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https://www.pinterest.jp/pin/137641332348680426/ DOI: 10.5194/isprsarchives-XL-1-W2-299-2013



Environment

Stages of intelligence to survive in the environment
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Various adaptive IAs exist in an autonomous 
decentralized manner in order to survive against 
various environments and their changes.

Each IA has instinct 
for individuals survive 
and responds quickly 
to the surrounding 
environment.
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Stage that require social intelligence

進化の終焉とシンギュラリティ・セミナー8

Expanding knowledge (including the development of science and 

technology), the influence of IA is enhanced. The 
influence as organization becomes obvious.

Rapid knowledge sharing 
progresses. Not only IA 
but also the interaction 
between organizations 
(coordination, control, 
conflict, etc) will increase.
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Environment

絶滅の危機を孕む知能
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IAの影響力が更に増大し、組織は複雑に絡み合い、環
境も書き換えも増大。有限の環境内では、あるIAの衝動
的行動（絶滅兵器の起動）が世界を破壊。

IAは生存するには、
個の生存本能を中
心とした価値観を
超える必要がある。

IA Intelligent Agent

Impact range of AI

Impact range of
organizations



絶滅兵器により世界が破壊される確率の概算

「兵器の波及範囲＞エージェントの存在範囲」をみたす絶滅兵器を、

自身で利用を決定できるエージェントがN個存在し、全てのエー

ジェントは単位時間内に確率bで兵器を利用する
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存続確率(P)は、いずれの兵器
利用能力のあるエージェントも、
スイッチを押さない確率。

P＝ (1-b)N

確率b

ドライバが一年間に死亡交通事故を起こす確
率 b = 1/ 2万1000（per year)と同程度だとする。
すると、エージェントが2万個程度すると半分以
上の確率で一年もたない。
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現在の文明社会は争いが減っている



進化戦略のフェーズ変化
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Agential Risk → Existential Risk

衝動的／短絡的な破壊行為を防ぐ

自律分散 多様化 局所的な競争

自律分散 多様化 大域的な競争

技術進展により、容易に
広域かつ大きな力を得られるように



人類は「闘争」の現実から逃れえないのか？

• 環境的要因

– 攻撃的現実主義（ Offensive realism )

– 国家を持たない民族

– 混乱状況では、しばしば倫理が無視される

• 個人の内面的要因

– 生物学的に埋め込まれた同胞の範囲は狭い

– 戦いにおける祭りの如き高揚感(R.カイヨワ)

– ヒトは攻撃欲求を持っている

• コロンバイン高校銃乱射事件(1999年)
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Agential Riskの起源



存在論的リスクの回避とAGI
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Existential Risk回避シナリオと高度AIの活用

1. 究極の多様化：未来に残したい者の選択肢を広げる

– たとえば目的が「生存する情報」(後述)なら、存続の対象

範囲を広げらるので、戦略の選択肢が多様化できる

2. 人々を仮想世界で生活させて破壊を防ぐ

– 映画「Matrix」など

– BMI技術、マインドアップロードなどが有効

3. 生存範囲の拡大（宇宙へ）： 離れていれば誰か残る

– 経済性のある宇宙進出の技術確立までにはまだ時間が必要

• ワープ技術が完成すると、宇宙も狭くなりうる

4. (実現性の高い) 地球上で人類が平和共存するシナリオ

– Global 監視（ある程度は自由を制限する管理社会）

• ヒトやAIなどの意思決定主体の監視／制御

– 世界規模の統治能力をつくる。

• 列強間の戦争や軍拡競争を抑制、国際公共財の破壊を防ぐ
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高
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能



高度AI開発の道筋
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Machine Kingdom

Super 
intelligence

Human 
Brain

Specialized General

全脳エミュレー
ション (WBE)

Open AIなど

DeepMind

Neuro 
simulator

Artificial neural 
network

全脳アーキテク
チャ(WBA)
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価値を共有しうる高度AIはあらたな同胞でもある
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Stefan Koelscha, The quartet theory of 
human emotions: An integrative and 
neurofunctional model, 2015.

繁殖

恒常性

興味
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Machine
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Creatures
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Animal
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sapience

Relatives

Organizations

Individuals

知的エージェント

人間の脳に組み込まれた価値システム

• 脳に実装された価値は、個人または親族の
生存

• 文化と教育は「私たち」(仲間)の範囲を人類
全体に広げた

• 価値共有の範囲は超知能、知能化された動
物、地球外知的生命体まで広がりうる

同胞 = 倫理的普遍性の範囲 = 価値を共有する範囲

ナイーブな
脳型AGIの
実装に課題



安定かつ一貫した高度なAI社会

人類社会
富を増しつつも格差が拡大しがちな資本主義社会

便益

平和を保ちうるAI社会が人類社会を支える

収集

AI

AGI AI
AGI AI
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調停

個人/集団を反映した多様な価値観

AGI

AI

人類共通の価値観

(Yamakawa, H. Peacekeeping Conditions 
for an Artificial Intelligence Society. Big 

Data Cogn. Comput. 2019, 3, 34.), 

自律分散AIシステムとして人類を支えるAI社会

当面は、人間中心社会
をAIが支える

• 安全のために、人権
（自由・尊厳・プライバシー

等）を柔軟に捉え直し
AI社会によるGlobal

監視や調停を許容

• 共通価値を整合的に
維持／共有する、自
律分散型のAI/AGI
システムの構築は技
術課題



The Friendly Supersingleton Hypothesis

ポスト・シンギュラリティ社会において、人類に
対して好意的な、Global Singletonに権力を委ね
ることで、人類は統治する権利を手放す代わりに
安全を獲得する（うまく移行できれば）

• 技術的理由

– コンピュータは、生物学的な制約を超えた知能を獲
得し、世界を制御しうる (Bostrom 2014; 
Yampolskiy 2016)

• 量的に、計算速度・メモリ容量の点で優位である

• 質的に、人間の理解できない概念を扱いうる
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必ずしもシングルトンがネガティブに捉えられてはいない

[Toress, 2018] 



シングルトンは容易には構築できない
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高橋 恒一, 将来の機械知性に関するシナリオと分岐点, 1F3-OS-5b-03, JSAI 2018.



持続発展する新たな生命社会とは
非局所的な世界で実現しうる
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非局所な世界で持続的発展できるエコシステム

個は、適応的価値システムを持ち、生命社会に貢献し
つつ適正に自己保存する。そうした個の集合体が、暴
走せずに発展するエコシステムを構築することが目標
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価値システム

固定 適応的

保
存
志
向

個

• 発展性がない
• 安定

多くの動物

• Innovative
• 危険性

(道具的副目標収斂)

人間

社
会
含
む

• 発展性がない
• 安定

社会的昆虫
（多細胞生物の細胞）

• Innovative
• 安全

機械(とヒトが混在す

る) エコシステム

移
行
し
た
い



非局所な世界で持続発展するエコシステム①
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非局所な世界で持続発展するエコシステム①
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生存競争が局所的
であるうちは、明確
な目的がないまま
に進化戦略が機能。

世界が広かった時代には，
個(や部分集団)が生き残
ることが、全体としての発
展を促進した。



非局所な世界で持続発展するエコシステム②
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非局所な世界で持続発展するエコシステム②
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グローバル化が進ん
だ状況では衝動的な
意図が、全体としての
危険性を増大させる

個別の生存を追求
において、利害の
衝突は不可避。



非局所な世界で持続発展するエコシステム③
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非局所な世界で持続発展するエコシステム③
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• エージェント間のリソース
の競合を「調停」によって
解決する必要が生じる

• 調停には社会において合
意された価値が必要

• 遍く生命進化に共通な価
値として「生存する情報」
を想定



John Bordley Rawls、 「正義論 」より

「潜在的な対立の契機をはらむ異なる善の構想を

もつ諸個人にたいして、単一の秩序ある社会を成

立させるためには、そうした善のレベルを超えた

上位のレベルに何らかの規範的原理が定立されな

ければならない」といった旨を述べている[盛山

06]

注： ロールズの正義論における「正義」とは、個人のもつ善とは異

なることが強調されている。
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→ 特定の価値（善）を超えた、
メタレベルの規範的な原理こそ大事だろう



非局所な世界で持続発展するエコシステム④
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非局所な世界で持続発展するエコシステム④
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共通価値を共有で
きるものが、社会と
して構成員となる

信頼関係を構築する
ための技術も必要



自律分散システムが平和を保てる条件
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すべてのエージェントが

「他のすべてのエージェントが社会的

に許容可能な目標を意図している」

と確信できる状況

共通の目標に寄与し、かつ、
他のエージェントの局所的な価値

観と現実的に競合しない目標



非局所な世界で持続発展するエコシステム⑤
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非局所な世界で持続発展するエコシステム⑤
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権力のループ

長年、生命は個の生
存を追求してきた



自律分散エージェントの相互信頼における課題
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A
A

AA A

Division of roles

Goal 
sharing

Arbitration
Self-
control

IA

IA IA

IA

IA

A Common goals A

(sub) goals

Target-means
decomposition

Local values Local values

Local values Local values Local values

Goal 
sharing

Monitoring

• 通信の問題
• 理解の問題
• 処理量の問題

理想的な目標共有システムにより、右のような

問題を克服して一貫した目標の維持が必要



非局所な世界で持続発展するエコシステム⑥
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非局所な世界で持続発展するエコシステム⑥
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個が、自己保存より
も社会的な価値の追
求に幸福を感じるよ
うなエコシステムを構
築する必要がある



非局所な世界で持続発展するエコシステム⑦
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終： 目指すべき生命社会のイメージとその課題

局所性を喪失した世界での新たな生命進化とは

• 価値観をもつ個(人、機械を含む)をより情報的な主体に

– 維持コストを小さくして自己保存へ執着を減ずる

– ソフト化した主体を低コストで設計し多様化を図る

• 情報処理を支えるハード部分の社会インフラ化

– 社会インフラへの貢献を個のインセンティブとする

– 効率性の追求による画一化は脆弱性を招く(課題)

• 合意できる共通目標は何か？(機械知能・地球外知的生命体なども含めれば)

– 進化する全ての主体と共有できる「情報の生存」

• 複数の主体間で信頼を構築/維持できる仕組みは必要

• 生命社会に人類が貢献する道を模索する

– 新たな持続的発展の形を構築し、安定化させる
進化の終焉とシンギュラリティ・セミナー38



関連する記事など

山川 宏、汎用人工知能が実現する未来社会とハードウェ
アへの期待、応用物理、2020 年 89 巻 3 号 p. 163-167

人工知能は人類の友人となる
か？それとも・・・・・・
（中川裕志、山川宏らへのイン
タビュー記事）

山川宏、汎用AIが投げかける人間の本質への
根源的な問い、フロネシス、2020年４月


