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川崎：それでは、始めさせていただきます。ス
ケジュールを簡単に説明させていただきます。
まず今日お忙しいところを来てくださった5名
の方に順次8分程度、発表していただき、それ
らに対してフロリディ先生のほうから簡単なコ
メントをいただき、それに5人の方々が再コメ
ントをするというところまでやります。最後に
フリーディスカッション、つまり皆さんのほう
からの質問とかコメントを受け付けてディスカ
ッションを盛り上げていきたいというふうに考
えております。
早速始めます。その前に2つだけ話をさせて
下さい。一つはフロリディ先生、非常に遠いと
ころを来てくださり、どうもありがとうござい
ましたということ。皆さんご存じのように、ほ
ぼ1週間前にパリの同時テロ事件があって、非
常に大変なことになっているわけです。確かに
パリとロンドンは違いますけれども、イギリス
政府は、シリアにおけるISの空爆をするという
ふうに決めたようですし、非常に大変な時期に
あるということで、たくさんの亡くなったパリ
の方々、ヨーロッパの方々に哀悼の意をまず捧
げたいと思います。それが一つ。
それからもう一つは、今日の基調講演の「4.0」
について。簡単に「4.0」というふうに話させ
ていただきますけど、いろいろな「4.0」があ

るということで、非常に大変面白い興味深い、
しかも深い部分の含まれている話をしてくださ
ったと思います。
これからは、日本の現実の話に基づいて、今
日のテーマのメディアとグローバリゼーション
についていろいろな角度からお話をしていただ
きます。そういえば、今週の日経ビジネスで、
「インダストリー 4.0」という特集が組まれて
います。この中の、巻頭の話が『ドイツも呆れ
る日本の「4.0」熱』ということで、よく言え
ば、本当に今われわれは熱心にいろんな分野で
「4.0」をみんなで盛り上げてやっているという
ことだと思うんですけど、逆に言えばちょっと
それが上っ面に行ってるんじゃないかという部
分と、両方あると思うんです。今回は、そこは
もう少し深く掘り下げたり、「ハイパーヒスト
リー」という話にありましたように、割と大き
な流れの中で捉えていくというようなことで、
今日5人登壇してくださる方々の話とうまく結
び付いていけると面白い方向に全体として議論
がいくのではないかと、こちらとしては予想し
て話を進めていきたいと思っております。
それでは、最初に三友先生のほうから、お話
をお願いしたいと思います。

三友：ご紹介にあずかりました早稲田大学の三
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友でございます。情報通信学会の会長を仰せつ
かっております。先ほどフロリディ先生のご講
演の中で、非常に興味深い考え方を聞かせてい
ただきました。われわれ日本人の傾向として、
大局的な視点に立って議論するということがな
くて、どうしても細かい議論に陥りがちなので、
そういう意味では大局的にものを見るというこ
との大事さを教えていただいたと思います。
ご講演の中で、幾つかの重要な視座がござい
ました。一つは時間軸でものを見るという点、
それからもう一つは空間（スペース）ですね。
エンベロッピングザワールドという言葉があり
ましたけれども、空間という視軸がございまし
た。
これから私がお話する内容自体は、「インダ
ストリー 4.0」あるいはIoTに関連していなくて、
むしろメディア寄りなのですが、さきほどのご
講演には私も大変共感するところがありまし
た。「インダストリー 4.0」あるいはIoTに関し
ては情報通信学会が来週もう一つシンポジウム
を計画しておりまして、そちらのほうで集中的
に議論することになっております。従って、私
からは本日はメディアの観点からお話をしたい
と思います。
このシンポジウムのテーマにありますとお
り、グローバリゼーションの流れの中で、まさ
に情報もメディアもグローバル化しているわけ
であります。その中で、ともすると失われがち
なのが地域的な視点といえます。ローカルダイ
バーシティーという言葉をスライドに示してご
ざいますが、地域の多様性が失われる可能性が
心配されています。
ただし、それはメディアをどのように利用す
るかに依存しており、うまく活用すればローカ
ルダイバーシティーをより強める方向にも機能
するのではないかと思っております。海外では、
地域の放送で、ノンコマーシャルあるいはパブ
リックなコミュニティ TVチャンネルが結構あ

ります。小さい地域をカバーするような放送は、
その地域の情報を提供するという意味では非常
に重要なのですが、なかなか収益性が上がらな
いので成立するのが難しい。しかし、海外では
地域の多様性を保つためにコミュニティーチャ
ンネルやコミュニティテレビが非営利に提供さ
れているところが相当数あります。
今あるグローバルなトレンドでは、インター
ネットの中で世界がボーダーレス化してきてい
ます。われわれもローカルなメディアじゃなく
て、グローバルなメディアから情報を得ていま
す。そういう状況の中で日本はどうなのかとい
うことを簡単にお話させていただきたいと思い
ます。
日本では、ご存じのようにすでにブロードバ
ンドは100パーセント整備されておりまして、
超高速ブロードバンド整備も100パーセントに
近づいています。光ファイバーだけでも90パー
セントぐらいになっています。他方、放送につ
いても、NHKのほかに民放キー局が5局、109

の地方局、13の独立局がありますで、商業ベー
スの民間放送局が127もこの国の中に存在して
います。その他に500を超えるケーブル放送局
がありまして、なおかつ衛星放送も200チャン
ネル以上存在します。
日本では、パブリックなコミュニティ TVチ
ャンネルは存在しません。代わりに、地域に向
けては、CATVや、コミュニティ FM放送、あ
るいはこれはあんまり一般的ではないですけ
ど、ホワイトスペースを使った地域放送、さら
にはV-Low周波数帯を利用したマルチメディア
ブロードキャスティングなどの手段を通じて地
域のコミュニティに向けた放送を提供している
ところであります。さらに災害が起こったとき
に、地域への情報提供は極めて重要になります
が、地域の情報を発災直後からFMによって流
すといった枠組みもございます。
安倍政権が地方創生を強調しておりますが、
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グローバル化する中で、やはり地域のつながり、
地域の絆というのは今後、地域を活性化する上
であるいは地域のコミュニティを維持する上で
も非常に重要になってきます。特に災害のとき
に、その重要性があらためて認識されることに
なります。
他方で、インターネットを使った放送のよう
なもの、具体的にはネットフリックスとか、ア
ップルTVとか、アマゾンのファイアTVといっ
た新しいコンテンツ提供に注目が集まっていま
す。これらは非常に便利でして、いったん見だ
すとなかなかやめられないと言われます。一つ
の利点は、安い料金で多様なコンテンツが見ら
れるということです。
こうした動きの中で、日本の放送局もついに
地上波放送の殻を破り、インターネットを使っ
て番組提供を始めようとしています。当初は、
見逃し視聴のような形で番組をネット提供する
のですが、放送をインターネットで流すように
なると、地域への再送信という地方放送局の役
割は薄れてしまいます。そのことで心配される
のは、地域の多様性がなくなるということです。
ひいては、地域の文化とか、そういったものに
も強い影響が出てくるのではないかと危惧され
ています。
地域の多様性とグローバリゼーションとの両
立という困難な課題に直面することになりま
す。この課題を常に意識することが必要だと思
いますが、平時にはなかなか意識に上りません。
なぜならば、われわれはつい利便性や効率性を
追求してしまうからです。再認識させられるの
は、何かが起こったときでありまして、スライ
ドのこの写真にありますように、2011年の東日
本大震災のような大災害が起きた時に、地域メ
ディアの重要性を痛感することになるのです。
近い将来、こうした災害がまた起こらないとは
限らないわけで、こういうときに、インターネ
ットにしろ、メディアにしろ、何ができるのか、

その役割を認識しておかなければなりません。
こういうときに人々が必要とするのは、IoTの
ような高度のシステムではなくて、むしろもっ
とプリミティブなメディアなのです。もちろん
IoTは災害を予測したり復旧を進めたりするた
めには大いに役立つかもしれませんが、技術の
進展の一方で、プリミティブなメディアもやは
り大事にしていかなければなりません。
災害時に地域が必要な情報は、地域的に極め
て限定された情報です。例えば避難所がどこに
あるかとか、炊き出しをどこでやっているかと
か。そういった情報が非常時には必要になって
くるわけです。グローバリゼーションと同時に、
地域を守るためのメディアの役割にもぜひ注視
していく必要があるというのが本日の私の論点
です。簡単でございますが、以上でございます。

川崎：どうもありがとうございました。それで
は続きまして、福田さんのほうからお話を伺い
たいと思います。よろしくお願いいたします。

福田：総務省情報通信政策研究所の福田と申し
ます。本日は泉が伺う予定でございましたが、
泉に人事異動があり、本日これに伴う急用がご
ざいましたので、調査研究部長の私が参りまし
た。私からは、「インテリジェント化が加速す
るICTの未来像について」と題して報告いたし
ます。
先程のフロリディ先生からの基調講演におい
て、いみじくも通信について、これまでのよう
に人間を当事者の一方又は双方とするものばか
りではなくなり、M2Mの通信が今後多くなる
旨の御指摘がございました。すなわち、人と人
との間の通信や人とサーバという物との間の通
信に加えて、今後は、IoTに向けた流れの中で、
様々な物と物との間の通信が増加してくるとい
うことでございます。また、そういったIoTに
向けた流れの中で、IoTを支えるものとしての
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インテリジェンスが今後重要になってくる旨の
御指摘もございました。
総務省情報通信政策研究所では、IoTの上な
どで動き、IoT等を支えるものであるインテリ
ジェンスの見地から、社会に今後どのような変
化が生じ、どのような未来像が考えられるのか、
また、人類がこの変化にどのように向かってい
くべきなのかに関し、「インテリジェント化が
加速するICTの未来像に関する研究会」を設置
して検討を進めてまいりました。検討を進めて
まいりました。この研究会は、座長たる村井純
先生をはじめとする各分野の有識者の御参加を
得て、2015年2月から5月までの間に5回にわた
り会合を開催し、6月に「報告書2015」を取り
まとめました。本日の私からの報告においては、
「報告書2015」の内容に基づいて説明いたしま
す。
まず、研究会における検討の背景及び問題の
所在についてお話しいたします。人類の歴史を
振り返るに、約1万5千年前には農耕革命があ
り、そこでは人間の定住化が始まり、現代につ
ながる人間社会の基本が構築されました。18世
紀には産業革命を迎え、そこでは工業化が起こ
り、機械による生産性の著しい向上が生じてお
ります。この機械による生産性の著しい向上は、
人間の身体の機能拡張として評価できるものと
説明されております。
その後、情報革命に至りました。情報革命
は、情報処理や通信に関する技術の発展という
面と、これに伴って人間の頭脳労働、特に認知・
判断・創造を機械が支援・代替するという面が
ございます。関連技術の発展を受け、情報革命
の本質として、特に後者の面が近年急速に顕在
化してまいりました。この情報革命の本質とは、
人間の脳の機能拡張として評価できるものと説
明されております。
研究会においては、このような背景を踏まえ、
次の二点が問題として提示されております。第

一点は、インテリジェンスが実装された機械に
より人間の頭脳労働が支援され、又は代替され
る結果としてもたらされる未来社会の姿という
のはどのようなものであるのかでございます。
第二点は、そういう新たな技術をどのように使
いこなしていけばよいのかでございます。研究
会においては、このような問題意識の下で、御
議論いただきました。
この研究会においては、「ICTインテリジェ
ント化」及び「インテリジェントICT」という
概念を用いております。
先程説明いたしましたように、情報革命と
は、その本質が人間の脳の機能拡張として評価
できるものと説明されております。この情報革
命の主役としては、コンピュータ、通信ネット
ワーク、これらの上で動く人工知能、活用され
るデータ、そして技術と人間との間のインター
フェイスが典型的なものとして挙げられており
ます。
これら人工知能を含む主役に関する同時並行
的かつ加速度的な高度化によってもたらされる
大きな変化、これを全体として「ICTインテリ
ジェント化」という概念として捉えておりま
す。その中身は、ICTにおける知性の向上及び
ICTと人間の連携の進展からなるものでござい
ます。「ICTインテリジェント化」をこのよう
な概念として捉えた上で、この「ICTインテリ
ジェント化」を支える技術やシステムの総体の
ことを「インテリジェントICT」と呼んでおり
ます。
インテリジェンスという観点から見れば、イ
ンテリジェントICTの主たる構成要素は、もち
ろん人工知能であり、また、人工知能を搭載す
るロボット、産業機械等でございます。しかし
ながら、ここでは、敢えて「ICTインテリジェ
ント化」及び「インテリジェントICT」という
形で、「ICT」と結び付けた概念を用いており
ます。これは、インテリジェンスと人、インテ
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リジェンスと物、そしてインテリジェンスとイ
ンテリジェンスとが相互に情報を流通し合い、
相互に作用し合うことによって、インテリジェ
ンス、物、人が相互にネットワークを構成して
いき、そのネットワークの上に社会が成り立っ
ていくことの影響がどのようなものであるのか
を考えようという問題意識によるものでござい
ます。
「ICTインテリジェント化」については、ス
ライドに掲げる6点の構成要素からなるものと
説明されております。1点目は、CPU、ストレ
ージ等ハードウエアや、通信ネットワークの能
力の向上でございます。2点目は、インテリジ
ェンスそのものである人工知能の高度化でござ
います。3点目は、あらゆるものごとのデータ
化でございます。1990年代半ばには様々なコ
ンテンツがデジタルデータになり、2000年代
には人の行動履歴等もデジタルデータとして収
集されるようになりました。さらには、今後、
IoTが進展することや、人がウェアラブルデバ
イスを着用することにより、物の状態や人の状
態に関し膨大なデジタルデータが経時的に収集
され、利活用できるようになります。これらの
結果として、生成され、流通され、処理される
こととなるデータ全体の量が爆発的に増えてい
くことが見込まれております。4点目は、イン
ターネットのグローバル化でございます。イン
ターネットがグローバルに普及していくことに
より、様々なデータのグローバルな流通が可能
となることに加え、データを生成し、処理する
インテリジェンスを実装するデバイスのネット
ワークもグローバルに形成されるようになるこ
とでございます。5点目は、大量に流通するデ
ータをクラウドで集中的に処理するだけでは、
ネットワークの混雑や通信の遅延が生じてしま
い、リアルタイムでの処理を要するアプリケー
ションの利用に支障を来しかねないことから、
エッジコンピューティング、センサーフュージ

ョン等による分散処理の利活用が進展していく
ことでございます。6点目は、少し毛色は違い
ますが、人間の脳や身体と人工知能等機械との
連携でございます。これら6点をICTインテリ
ジェント化の構成要素として捉えております。

ICTインテリジェント化が進展する中での人
間とインテリジェントICTとの関係の変化につ
いては、次の4つの段階を経るものと説明され
ております。第一の段階は、インテリジェント
ICT相互間では連携せず、各インテリジェント
ICTがそれぞれ独立して機能して、人間を支援
するという段階でございます。第二段階は、イ
ンテリジェントICT相互間のネットワーク化が
進展して、インテリジェントICTが相互に協調
していくことにより、社会の様々な場面におけ
る自動的な調整や調和が進んでいくという段階
でございます。第三段階は、センサ、アクチュ
エータ、人間及びインテリジェントICTが相互
に連携することにより、人間の潜在的な能力が
引き出され、身体的にも頭脳的にも発展してい
くという段階でございます。最終段階たる第四
段階は、人間とインテリジェントICTが共存す
る社会という段階でございます。先程の基調講
演においては、技術が人間をenvelopするとい
うお話がございましたが、この研究会において
も、インテリジェントICTが人間を包み込むよ
うに存在して、インテリジェントICTと人間と
がシームレスに連携するという社会が未来像の
究極の形として展望されております。
先程の基調講演においてもお話がございまし
たシンギュラリティについても、この研究会に
おいては御議論いただいております。御存知の
ように、カーツワイル博士は、人工知能が自己
学習能力により自らの能力よりも高い能力を有
する人工知能を生産できるようになると、人工
知能の自己再生産による加速度的な能力向上が
起こり、未知の技術進化が始まることを展望し、
その時点をシンギュラリティ（特異点）と呼
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び、2045年にシンギュラリティに到達すると予
想しています。研究会において先生方に御議論
いただいたところによりますと、部分的に人間
よりも優れた能力を有する人工知能は2045年
までにも実現するであろうが、その一方で、人
間の身体性や社会性を前提とした枠組みにおい
て、人間に伍

ご

する機能を有する人工知能は2045

年までには実現しないという認識が主であった
ということでございます。ただし、2045年とい
わず、より長期を考えた場合には、人間を超え
る人工知能が実現し得るという見通しも併せて
示されております。
いずれにせよ、最も重要なことは、シンギュ
ラリティに到達するか否かそのものではなく、
人間に匹敵する可能性のある人工的な知性が遠
からぬ将来に実現することが確実なことであ
り、今後の社会制度の設計や政策の立案に当た
っては、これを前提に進めていく必要があると
のことでございます。

ICTインテリジェント化の経済への影響につ
いては、コンピュータにより知識労働が自動化
されていくことの経済的インパクトが2025年
の段階で5兆ドルを超えるであろうとの予想が
マッキンゼーにより示されております。この数
字は、IoTやクラウドに関する数字と比べても
大きい数字でございます。

ICTインテリジェント化の雇用への影響につ
いては、先程フロリディ先生から御指摘があっ
たとおり、大きなものがあると見込まれており
ます。雇用への影響は、雇用の代替及び雇用の
創出の双方があろうと見られております。雇用
の代替と雇用の創出のいずれが勝るのかについ
ては見通しを得ることが困難であり、両者の前
後関係がどうなるかについても見通しを得るこ
とが困難であるとのことでございます。
雇用の創出については、ICTインテリジェン
ト化に関連する技術の開発、導入、利用、応用
ビジネス等に関する雇用が創出されるものと予

想されております。例えば、人工知能の実装に
従事するエンジニアだけでも2万人以上を育成
する必要があると予想されております。ただし、
新たに出現する仕事は出現して初めてわかるも
のであり、事前には予想しがたい旨が付言され
ております。
他方、雇用の代替については、先程の基調講
演でもお話がございましたように、事務処理等
定型的な管理業務は速やかに代替される可能性
があり、法律、医療等の専門家を支援する業務
も比較的早期に代替される可能性が生ずるであ
ろう一方で、最終的に代替されない業務として
は、大局的な価値判断や意思決定の業務、営業
や接客のようにインターフェイスとしての人間
が重要となる業務、スポーツのように人間がや
って初めて意味のある業務等が中心になるので
はないかと予想されております。
現在、我が国においては、少子高齢化に伴う
労働力の減少について懸念されておりますが、
労働力の減少分をインテリジェントICTが補う
可能性が指摘されております。また、高齢者や
女性の活躍をインテリジェントICTが支援する
可能性も指摘されております。例えば、子育て
をされる女性にとって、インテリジェントICT

の支援を得ることによって、より活躍しやすく
なる可能性も考えられます。
次に、インテリジェントICTとの共存に向け
て今後検討すべき課題でございます。この研究
会においては、技術そのものの進歩というのは
止まらないであろうとの見通しが示されており
ます。また、その進歩は、一般に想像されるよ
りも急速に進展すると考えられるとの見通しが
示されております。これらのことを念頭に置き
つつ、インテリジェントICTを健全に発展させ、
使いこなすための取組を早急に始めることが必
要であるとの立場を前提として、5点が今後の
検討課題として挙げられております。

1点目は、インテリジェントICTの研究開発
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に係る原則の検討でございます。ロボットにつ
いてはアシモフ博士の「ロボット3原則」がよ
く知られているところでございますが、今日的
な見地からインテリジェントICTの研究開発の
原則の在り方をどのようなものとすべきなのか
について検討すべきであるとされております。

2点目は、インテリジェントICTの社会実装
に向けた倫理・法に関する課題の検討でござい
ます。

3点目は、2点目に関連する課題でございます
が、プライバシーの保護の在り方に関する検討
でございます。インテリジェントICTは、膨大
なパーソナルデータを収集・蓄積・分析・活用
することとなることから、そのような状況下に
おけるプライバシーの保護の在り方をよく考え
るべきという御指摘でございます。検討に当た
っては、パーソナルデータが特定の企業等に集
中的に蓄積され活用されることから生ずるパー
ソナルデータの寡占化に関しどのように考える
のかも含め、幅広い視点からの議論が必要であ
るとされております。

4点目は、インテリジェントICTと人間とが
共存することを前提とした社会設計の検討でご
ざいます。ICTインテリジェント化が進展し、
人間がインテリジェントICTの存在を前提とし
て活動するようになっていくと、人間の行動や
思考形態も変化していくと考えられることを踏
まえ、労働や教育の在り方等社会の基本的な設
計に関し、インテリジェントICTと人間とが共
存することを前提とした社会設計について検討
すべきであるとされております。
最後である5点目は、これら1点目から4点目
までを検討していくための前提として、ICTイ
ンテリジェント化が社会・経済にどのような影
響を及ぼすのかをまず検討すべきであるとされ
ております。
総務省情報通信政策研究所といたしまして
も、これらの御提言を踏まえ、ICTインテリジ

ェント化が社会・経済にどのような影響を及ぼ
していくのかに関し、今後検討を手掛けてまい
る予定でございます。
これらの検討課題については、グローバルに
共有されるべきものであり、産学官が連携して
諸外国とともに取組を進めるべきものであると
の御指摘をいただいております。
スライドは、残すところ2枚でございます。

ICTインテリジェント化に向け、我が国の産学
官が今後それぞれの立場で取り組んでいくべき
課題として、インテリジェントICTの開発・展
開の促進に関する課題及びインテリジェント
ICTの導入・活用に関する課題が挙げられてお
ります。
インテリジェントICTの開発・展開の促進に
関する課題については、企業間連携の促進、イ
ノベーションを生かすような柔軟な制度的な対
応、データへのアクセスの確保、優秀な人材の
育成と確保、そして戦略的な研究開発、こうい
ったことに産学官それぞれの立場で取り組むべ
きであるという御提言をいただいております。
こちらは、最後のスライドでございます。イ
ンテリジェントICTの導入・活用に関する課題
については、インテリジェントICTを前提とし
た社会・経済への移行の促進に向けて取り組ん
でいくべきであるという御提言をいただいてお
ります。
さまざまな産業分野において、デバイスから
得られたデータをインテリジェントICTが処理
し、これまでにはない付加価値を提供するとい
うことが今後の世界的な潮流として見込まれる
中、我が国としては、インテリジェントICTを
前提とした社会経済の移行を促していくべきで
あり、民間においても、インテリジェントICT

の可能性をそれぞれ追求していただき、新たな
ビジネスモデルの構築に向けて取り組んでいた
だくことが必要であるとの御提言がございま
す。また、これらに関連し、今後、民を主体と
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するインテリジェントICTの導入・活用につい
て、国家戦略レベルで早急に推進していくべき
であるとの御提言をいただいております。
駆け足となりましたが、私からの報告は、以
上でございます

川崎：福田さん、どうもありがとうございまし
た。福田さんがお関わりになっている「報告書
2015」ですけれど、これ、とてもよくまとまっ
てるもので、興味がおありの方はぜひこのシン
ポジウムが終わった後に直接彼のほうに申し出
ていただけるといいかなと思います。それで、
その中は特に、さまざまなヨーロッパ・EUの
国々も含め、ドイツやアメリカの現状はどうな
ってるのか、それから日本の取り組みはどうな
っているのかのまとめもありまして、極めて参
考になるものが含まれていると思います。
重要なことは、「インダストリー 4.0」など
色々な言い方がありますけど、実際、様々なプ
ロジェクトが進行してるということをきちんと
知っておく必要があるでしょう。日本の場合だ
と、やはりドイツの話とアメリカのインターネ
ット・レボリューションなどの話だけになりが
ちで、実際、その2つが引っ張ってるとは思う
んですけど、いろいろあるということですね。
それからあと、これはぜひフロリディ先生に
お聞きしたいと思うのは、この報告書の中で何
度も出てくる「共存」というのが、先生から
見てどんなふうにお考えになるかということ。
coexistenceが正しい英訳かどうか分かりません
けど、「共存」というのが非常に重要なキーワ
ードになってるんですけど、これについてもし
何かお考えがあったら聞かせていただけるとあ
りがたいかなと思います。
それでは、続いて日経新聞の編集委員の関口
さんのほうからお願いいたします。

関口：皆さん、こんにちは。日経の関口です。

8分ということなんで、手短にいきたいと思い
ますけれども、当初メディアの役割ということ
で、私、この中では、メディアたった一人なも
んですから、最近ニュースで、お騒がせしてお
ります英国のフィナンシャルタイムズを買収す
るというアナウンスをいたしましたんで、その
辺の話でもしようかと思ったんです。が、先ほ
どのフロリディ先生の話を伺ってて、どうもそ
っちのそのAIとか、そっちのほうに触発され
まして急きょちょっと話を変えたいと思いま
す。
実は昨日、おととい日本で、IBMがシンクフ
ォーラムというIBMの自社イベントを東京で行
ったわけです。そこで、私、ジニー・ロメッテ
ィ CEOと一緒に対談をいたしまして。と言い
ますのは、IBMは今のワトソンという人工知能
コンピュータを始めておりまして、最近ではソ
フトバンクのペッパーともつないで、それでペ
ッパーに日本語で質問を投げ掛けると、それを
英語に翻訳してワトソンに飛ばして、ニューヨ
ークかどこか分かりませんけれども、アメリカ
にあるクラウドベースのワトソンで、結論を導
き出してペッパーのほうに戻してくると、そし
て翻訳して日本語にしてくれる。そんなような
プロジェクトとかを始めてるわけです。最近の
流れは、私自身は20年間ぐらいこのITの業界を
担当しているものですから、皆さんと一緒に議
論のたたき台として昨今の動きをさらっといき
たいと思います。
これは、幕張メッセで、CEATECっていう
イベントがこの前開かれまして、行かれた方は
ご覧になったと思うんですが、ドイツのダイム
ラー、メルセデスベンツ社がつくったコンセプ
トカーなんですね。これはまだ公道では走って
ないんですけども、こういう車になってます。
ちょっと見るとおかしいのが、このシートが後
ろを向いてるんですね。これはどうして後ろを
向いてるかというと、実はこの車は自動運転車
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でありまして、昔――今、シンデレラの映画が
話題になってますけれども――普通そのパッセ
ンジャーというのは後ろに乗って、向かい合っ
て談笑しながら行くわけですが、御者が前に運
転だけ専念してやるわけですね。ところが近代
文明である車に乗りますと、運転手はずっと前
を向いて後ろの人とまともに話もできないと。
だったらばさっきの先生のお話にもありました
ように運転は車に任せて、それで乗ってる運転
手も一緒に話ができたらいいんじゃないかとい
うことで、自動走行モードになると、前の椅
子がクルッと180度回転して後ろと向かい合う
と。こういう車になってきてるわけです。
それから、これは日本でも既に走り始めてお
りますが、アメリカのテスラモーターズという
ベンチャーです。これはイーロン・マスクとい
うベンチャー起業家が立ち上げた車なんですけ
ども、見ていただきますと、車のエンジン部は
たったこれだけ。これがいわゆるモーターです
ね。本当にモーターです。で、こっちがインバ
ーターということで、パワートレイン、これだ
けで完結してると。他にもうエンジンも何もあ
りませんから、前のluggage spaceを開けると、
そこには大きなluggage spaceがあって、後ろに
もluggage space があると。こういう車に仕上が
ってるわけです。
一番驚くのは、この中を見ていただいた方は
ご存じだと思うんですが、17インチのスクリー
ンが入ってるんですね。縦型になってるわけで
す。これを計器盤にしたり、映画を観賞したり、
さらに驚くのはグーグルマップを17インチの
画面いっぱいに開くことができる。ということ
は自分のスタートポイントから到着地点を全部
見渡して、なおかつグーグルからいろんな情報
を仕入れてそれで車を運転しながらいろんなレ
ストラン情報とかそういうものも得られると。
もう既にこの車がネットワークの端末になって
きてるということです。

ですから、アメリカのシリコンバレーに行き
ますと、車のこういったconnected carと呼んで
おりますけど、つながった車のことを1.6トン
の重さのするスマートフォンという言い方を実
はしてるわけなんですね。これがグーグルのい
わゆるグーグルカーというやつです。上にセン
サーが付いておりまして、この車は何をするか
というと、周りの映像を全部撮りためながら走
るわけです。すでに皆さんがグーグルマップで
ストリートビューをお使いのように、グーグル
はたくさんのデータを既に取り込んでます。と
いうことはGPSの位置情報と重ねることによっ
て、今自分が、車が実際に見ている映像と既に
撮りためてある映像と照らし合わせることによ
って、さらにそこにGPS情報を重ね合わせるこ
とによって、自分がどこにいるかっていうのが
分かるわけです。それで自動走行が可能になる。
で、その自動走行をしつつ新しい映像をまた取
り込んで、データベースにため込んでいくとい
うことを一手にやりのけてしまうわけです。で
すから、今は人間が一生懸命写真を撮ってます
けども、ゆくゆくは機械がどんどんと新しいそ
ういう自動データを撮りためて、それで自動走
行とかあるいはそういうストリートビューのよ
うなサービスが可能になってくるわけです。実
際そのIEEEの学会の予測でいきますと、2040

年には75パーセントの車が自動運転になって
いるであろうと。

IEEEが言ってるからまあ多分そうなんだと
思うんですけれども、そういう時代がやってく
るわけですね。
もう一つ大きな変化はドローンです。最近で
もようやくそのドローンを真面目に使っていこ
うということになったんですが、残念ながら日
本はドローンのお目見えが官邸の屋上に最初に
現れたものですから、これは危ないということ
になってみんな一斉に規制ばっかりを考えてい
るんですが、海外ではこれはAmazonの絵です
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けれども、ドローンを使って今の物流システム
を大きく変えていこうということで皆さん知
恵を絞ってるわけなんですね。先ほどの「4.0」
もそうなんですけども、アメリカではそういっ
たいろいろの技術を活用して、製造業の在り方
を変えていこうと。
右にいますのは、ジェフリー・イメルトさん
というGEのCEOです。2年前うちのイベントに
来てもらって、私、対談をしたんですが、彼は
インダストリアルインターネットという戦略を
進めておりまして、例えばGEの場合はジェッ
トエンジンとか、ガスタービンとか、いろんな
ものを作ってるわけですが、例えば飛行機です
と、1回の日本からアメリカなりヨーロッパに
行ったときに、大体1テラバイトぐらいのデー
タが集まるそうなんですね。これは振動とか温
度とかあるいは燃料をどれだけ消費したとか、
そういったことによって問題を未然に防いで、
トラブルをなくす。それによって大きな利益を
飛行機会社が得られるわけです。それをレベニ
ューシェアをする形で新しいものづくりにして
いこうということです。これが先ほど言った
IBMのワトソンでありまして、真ん中にいます
けれども、2011年、ちょうど日本では震災があ
った年ですけれども、人間のクイズ王を打ち破
ったということで大変話題になったわけです。
この方がジニー・ロメッティさんで昨日一昨
日と一緒にいたんですけれども、彼女はワトソ
ンというのはもともと研究所の研究として出て
きたわけです。それじゃあいかんと。そんな無
駄遣いしてちゃいかんということで、「あんた
たちビジネスやりなさい」ということでこれを
ビジネスに仕立てた。ニューヨークに2,000人
から部隊を置いて、これを例えば医療の分野で
いろいろ見立てをするときに、これまではお医
者さんが自分の頭に撮りためた過去の経験値か
らいろんな診断を下すわけです。それと同じデ
ータを全部ワトソンに入れることによって、ワ

トソンが代わりに診断をしてくれると。ですか
ら、あまり熟達してない初心者のお医者さんで
も、ワトソンと協業することによって、新しい
医療サービスができてくると。これを新しいビ
ジネスにしていこうとしてるわけです。
それから、ドイツに行きますとこの「4.0」
ですね。これ先生の言っている「4.0」とちょ
っと意味が違って、第4次産業革命ということ
なんですが、すなわち第一革命は英国の産業革
命、これは蒸気機関の発明です。第2がこれは
電力、あるいは電気の利用、それを一番使った
象徴的な企業がアメリカのフォードという自動
車会社でありまして、いわゆるT型フォードと
いう大量・マスプロダクションをそれによって
可能にした。3番目の産業革命が主役の一人が
日本でありまして、ロボットを活用してあるい
はコンピュータを活用して生産革命を行ったわ
けです。今度はさらにそこに情報通信技術、す
なわちICTあるいはアーティフィシャル・イン
テリジェンス、人工知能のようなものを使って
産業を大いに変えていこうということで、これ
がABBというスイスの企業でありますが、こ
の「インダストリー 4.0」のメンバーなんです
けれども、メルケル首相もインドのモディ首相
にこの紹介しておりますけども、ロボットとい
うのはこういうロボットなんですね。
見ていただけますようにさっき安全の柵とい
うか、先生の話の中に、エリアっていうのは決
まってると。ちょっと乱れてすいません。要す
るにロボットというのは人と離れたところで仕
事してたわけです。ところがこのロボットは人
工知能を持ってますから、人間が触ると自動的
に止まるし、人間の動きに対してまた反応して
くれるということで、一緒に並んで作業ができ
るような、そういうロボットが実際に使えるよ
うになってきた。これによって、新しい「イン
ダストリー 4.0」の革命を進めていこうという
ことをしているわけです。
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さらにインテルなんですが、インテルは新し
くキューリーというチップを作りました。非常
に小さなチップで、ボタンサイズのチップの中
に通信モジュール、そしてさまざまなセンサー、
そしていろんなコンピュータのCPUパワー、そ
ういったものをこの中に同梱してるわけです。
それを使って新しいものを作ろうということな
んですが、実は昨年にはエジソンというこれは
発明王のエジソン、さっきはキューリー夫人の
キューリーから取ってるんですけど、こういう
チップを昨年には出しておりまして、それを使
ったドローンを作ったわけです。これはコンテ
ストをして、民間からいろんなアイデアを募っ
たわけです。その中で優勝したのはこのニク
シーというスタンフォードのOBというか学生、
卒業生が作ったやつでありまして、皆さんが「デ
ジなんとか」行くと、自撮り棒とか使ってると
思うんですが、これを使うとニクシーが飛んで
行って、自分の映像を撮ってまたブーメランの
ように戻ってきてくれると。その映像をいろん
なフェイスブックとかそういうものに挙げたり
とか、そういうことが可能になるというわけで
す。
もうそろそろ終わりにしますけども、その受
け皿になってるのがまさにこのクラウドコンピ
ューティングというものでありまして、たくさ
んのデータや知能とか、そういうセンサーが集
めたようなもの、そういったものを撮りためる
大きな器がやってきたわけです。映ってますの
は、IBMの初代の社長・トーマス・ワトソンで、
ここからワトソンの名前もきてるんですが、彼
が最初に電子型のコンピュータを出したときに
非常に値段も高かったものですから、世界で5

台ぐらい売れればいいだろうと言ったそうなん
です。その趣旨は分かんないんですけども、多
分彼は5台もあれば十分という意味なのか、あ
るいは5台ぐらいしか売れないだろうという意
味なのかもしれないんですけども、気が付いて

みると今や個々にみんなが持っていていたコン
ピュータを今どんどんクラウドに吸収されて、
こういった形で5つとか6つぐらいのメーンの
プレーヤーにどんどんなってきていると。この
中で日本がどれだけ戦っていけるかというのが
大きな課題になってるわけです。
これは2つ三角形描きましたけど、一番下の
三角形って労働集約性の三角形といって下に行
けば行くほど人手が掛かると。上に行くと人手
が掛かんないと。逆に付加価値でいうと上に行
くほうが付加価値が高いという意味を表してい
ます。
もともと日本はハードウエア、物に強かった
わけですが、その後マイクロソフトがソフトウ
エアというものを初めて単体でビジネスにし商
売にし、その後グーグルがインターネットとと
もにインフォメーションウエア、すなわち情報
財というものを提供し、それで大成功を遂げた
わけです。そうしてみますと、日本のメーカー
っていうのはここにいるわけなんですけども、
まさにこの名前を会社の企業価値であったり、
あるいはマーケットキャピタル――キャップと
いわゆる企業価値、あるいはその株価とかそれ
に象徴されるわけです。大事なことはこの上の
ほうに日本の企業が目指していかなきゃいけな
いと。これが大きな、私は日本にとってのチャ
レンジではないかと思うんです。
さらに、昨今ではこのアーティフィシャル・
インテリジェンス、それから先ほどの先生のお
話にもあったようにこのインテリジェンスと
か、そういったものが登場したことによっても
う一つ上のレイヤー、コンテンツウエア、ある
いはインテリジェンスというレイヤーが出てき
たわけです。そこにどうやって自らの価値を移
していくかということが多分日本の企業、そし
てメディアも含めて問われてることではないか
と思います。で、メディアの役割についてはパ
ネルのほうで、話させていただきたいと思いま
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す。ありがとうございます。

川崎：関口さん、どうもありがとうございまし
た。最後の連関図というのは非常によく分かり
やすい現状を示していたというふうに思いま
す。
それでは、続きまして、栗山さん、よろしく
お願いいたします。

栗山：栗山です。8分で簡潔にというお話だっ
たので、3点だけお話します。
一つ目は、今は「ABCの時代」だというこ
とです。情報通信の世界では、今、AはAI、ア
ーティフィシャル・インテリジェンス、Bはビ
ッグデータで、それからCはクラウドコンピュ
ーティングを指します。しかし、このABCに
は本当は別の面があって、私からするとAはア
ーティスティック・デザインでもあるかなと。
技術が進歩すればするほど人間の感性に訴える
ものとしてのデザインが重要になると思いま
す。それからBはブレーンとかブランディング、
感情・感性にどう訴えるかということです。そ
れからCは人のクリエイティビティーとか人と
人のコラボレーションです。そういう意味で、
人類と情報とそれからテクノロジーの関係が新
しい時代に入って、新しいパラダイムをもう一
回模索している時代にいるのではないかと考え
ています。これが1点目。

2点目は、IOTという言葉がフロリディ教授
の講演で紹介されていましたが――IOTは、個
人、企業、それから社会システムとか社会イン
フラの3つの側面で捉えられると思います。ま
ず、個人については、先ほど来、取り上げられ
ていたウエアラブルとか自動運転とか色々な動
きが出ています。また、企業の側面では、研究、
開発、調達、製造、流通、あるいはメンテナン
ス、さまざまな分野でIOTというコンセプトで、
新しい生産性革命あるいはサービス性向上革命

が起こっていると感じます。これらが複合化し
て、陸海空のインフラやスマートシティといっ
た社会システムとか社会インフラの変革を起こ
そうとしています。これが2点目。

3点目は、われわれNTTが企業グループとし
てどういう方向に向かっているかについてで
す。われわれは今、グローバルカンパニーとし
て、海外では情報システム事業をメインにして
います。国内では通信がマザービジネスですが、
通信だけではなくて通信と情報システムを組み
合わせた、世間的にはクラウドと言ってよい事
業に取り組んでいます。
この流れの中で、大きな旗印が2つあって、
一つは東京2020です。フロリディ教授がいらし
たロンドンで前回のオリンピック・パラリンピ
ックがありましたけれど、2020年に東京で開催
されるということで、首都東京の都市インフラ
の再構築が始まっています。これについて通信
と情報システムの面からいろんな形で貢献をし
ていきたいというのが一つ。また、東京2020を
契機にして、スポーツ産業の成長が加速すれば
と思っています。特に日本のプロフェッショナ
ルスポーツは欧米に比べて市場規模が小さく、
これを底上げしていくいい機会になればと。そ
の際、われわれが持っているノウハウとか素材
がうまく使っていただければと思っています。
もう一つは、地方創生です。政府がリードさ
れていますけれども、先ほど三友先生おっしゃ
っていただいたように、われわれ自身も日本中
に固定と無線のブロードバンド基盤を構築し、
ご利用頂いています。それから情報システム、
情報サービスも全国で広くご提供できる状況に
あります。これらを使って地域産業の振興や行
政の効率化を下支えしたいと考えています。地
域経済の振興という意味では、焦点の一つは観
光で、ご案内の通り、ここ2～ 3年非常に多く
の外国人の方が日本に来られて消費をされてい
ます。これは地域経済に非常に大きなプラス効
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果を生んでいますが、われわれは通信と共にと
りわけ情報サービスという観点で地域の付加価
値を高めていく営みを進めています。
われわれとして、このように2020と地方創
生を組み合わせた形で、IOTも使ってですけど、
冒頭に申し上げた「ABCの時代」を実現して
いきたいと思っています。以上です。

川崎：どうもありがとうございます。それでは
最後に、富崎先生、よろしくお願いします。

富崎：はい。承知いたしました。駒澤大学法学
部の富崎と申します。私の専門は政治学でござ
いまして、高度技術・情報化社会といった問題
を専門とされている方々に対し、若干毛色の違
った方向からお話をさせて頂きます。ただ、私
自身はアップル・ウォッチもルンバも愛用して
おりまして（笑）、個人的にはICT好きなので
すが、それを直接アカデミックな専門領域とし
ている訳ではございません。その点、若干的外
れなコメントとなるかもしれませんが、ご容赦
を頂ければ幸いです。
私に与えられた課題は、政治学の観点から今
日のフロリディ教授の議論を踏まえて、グロー
バル化・情報化について何らかの議論を提供す
るという事でございます。具体的には以下3点、
お話をしたいと思います。
第1に、今日におけるグローバル化・情報化
について、政治学・国際政治学において、「国
民国家」の終焉・弱体化につながっていってい
る、もしくはつながっていくのではないか、と
いう議論がある、という点について、簡単に解
説します。第2に、一方で、そういったグロー
バル化・情報化は、特に国家システムとの関係
でいうと、一様ではなく、不均一な形で進行し
ているように見える点について、問題提起を行
います。第3に、それが、「なぜ不均一か？」に
ついて、「国家設立」「民主化」「経済発展」と「グ

ローバル化」「情報化」との関係に関して、政
治学の中で提起されている仮説を紹介させて頂
いて、議論の材料とさせて頂きたいと思います。
一点目でございます。「国民国家（Nation 

State）」と言われているシステムについてです。
実は、これは意外とやっかいな概念でございま
す（笑）。もちろん「国家」と「国民」とを結
びつけたものなのですが、それぞれが中々複雑
です。
では、国家（state）は何か。通常、ウエーバ
ーの定義が著名で、一般的には制度的と呼ばれ
る概念です。政府（government）という言い方
をする場合もありますけれども、「一定の領域
において（領土）、一定の住民に対して（国民）、
正統的に‘物理的暴力‘の独占をすること（主
権）によってある種の機能を提供している制度
的装置」であるということです。国家が存在し
ない（正統的暴力の独占化がなされていない）
社会においては「万人の万人に対する闘争」と
いう表現を致しますが、人々が互いに殺し合っ
たり、盗み合ったりする状態を避ける事ができ
ない。国家が成立している社会においては、そ
れを基本的には防ぎ、いわゆる社会秩序が成立
させ得るといった機能を果たすと、考えます。
つまり、一般に「国家」は制度・体制のあり方
を意味します。
それに対し、もう一つややこしい概念なので
すが、ネーション（Nation）です。国民と通常
訳されますが、実は日本語に訳すのは非常に難
しいということが様々に議論されてきた概念で
す。人種という形で理解している方も多いと思
いますが、必ずしもそうではない。定義として
は、M.G.Roskin（1997）編注1の「ある種の自意識、
結合性、行動と理想の共通性、そしてしばしば

1 Roskin, M.G. et al. 1997. Political science : an 
introduction. Prentice-Hall International, 『アメリカ政
治学教程』小倉武一監修 ; 大戸元長他 訳、農山漁村
文化協会, 1999年）
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（常にではない）共通の言語をもつ人々の集団」
があります。欧州において、17世紀以降、先ほ
ど言った意味とおおよそ一致する主権国家が成
立して、その後、産業化の進行と連動しつつ、
その中に住んでいる人々が文字を読めるように
なり、出版メディアにより、この時代における
「情報化」が進行する中で、自分たちは一体で
あり共同体であるのだと考えるようになってい
く。ヨーロッパの中では、しばしば言語的共通
性が重要であったとされますが、そうでない事
例もある。アメリカですと多くの民族がいるが、
ある種の理念に共通性をもつ「アメリカ人」で
あるとの認識をもつようになっている。なんら
かの形で自分たちは一体であると思うようにな
っていく。
一般的な議論としましては、17世紀以降、
徐々にこの国民国家（ネーションステート）が、
政治システムの中で主流になっていく。域内で
暴力を独占し、その中の人々がかなりの一体感・
共同体意識を持つような形でそれぞれ国民国家
が成立し、それが並存する国際システムが成立
し、一定の秩序を持つようになってきたという
ことです。
問題は、それが20世紀の後半以降の今日、い
わゆるグローバル化・情報化という、本日議論
されていた潮流の中で、急速に意味を失ってき
たのではないかという議論があるということで
す。確かにそういう面はあるわけです。例えば
テロの問題です。「9.11」にしても、先日のフ
ランス・パリの同時多発テロにしてもステート
ではない主体が―ISは、逆に文字通りステート
を自称していますが―戦争に極めて近い行為を
する事態が生じている。もちろんこれは一つの
悪い例かもしれませんけど、非国家主体が、戦
争に類する巨大な政治的暴力を行使する潜在的
可能性が生じつつあるようにみえる。
それから、多くの政策的な問題、例えばアベ
ノミクス、消費税や法人税他の租税政策、規制

緩和、郵政民営化、農業政策その他の重要ない
わゆる国内政策でも、どれを取ってもいわゆる
国際的と言いますか、グローバルな課題と結び
付かない形で議論するということはほとんどな
くなってきている。それからネーションの一体
性に関しても、人々のアイデンティティをみる
場合、「その共同体のために死ぬ」ということ
があるわけですが、例えば日本における調査な
どでも、日本人という共同体のために死ぬこと
ができるか、という事を考えた場合、これを例
えば学生などに聞くとかなり低いです。現代で
も。そのネーションといった意味での共同体が
どこまで維持できているか。先進国の中で維持
されているか、といった議論があるわけです。
一般的に言って、国民国家（ネーションステー
ト）が衰退し、いろんな意味で異なる性質のア
クターが出てくる。EU、グーグル、そういっ
たさまざまなアクターが出てくる中で相対化し
つつある、という議論があるわけです。
ただ一方で、例えば、クリミア半島に関する
ロシア－ウクライナ紛争があります。これは、
第２次大戦後、大国が他国の領土を事実上奪い
つつある初めての例といってもよく、非常に重
大な事例だと思いますけど、そういうことが実
際に、極めて重要な国際問題としてある。近隣
では、中国と日本や東南アジア諸国との領海を
めぐる紛争も伝統的な領土をめぐる紛争といえ
る。さらに、欧州・北米・日本でも、いわゆる
排外的ナショナリズムが様々な形態で、むしろ
強化されているのではないかという議論もあ
る。ロシアその他の国々で、それがより極端な
形で進行している事例もある。
つまり必ずしもグローバル化、グローバル社
会が、世界政治の中で一様な方向で進行してい
るか、というと必ずしもそうではないようにみ
えるのですね。
では、それをどう考えるかということになり
ます。最初に挙げた論点の3つ目に入ります。
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なぜ、このようにグローバル化が「不均一」な
のかということです。これに関しては当然いろ
んな議論があり得ると思います。一般的には経
済が進展をして高度情報化、高度経済化をする
ということで、「新しい社会」「新しい世界」に
変化していくという議論、自然にと言いますか、
歴史の潮流としてそういった方向に変化してく
といった議論がされている場合が多い。
一方、政治学及び国際政治の中で少し違った
観点から議論もされている。本日提供したいの
はその点です。その際、政治体制の「民主化」
という概念が重要です。これによって政治シス
テム、政治体制が根本的に変化します。そして、
その違いによってここで言うグローバル化、情
報化のあり様が、系統的な形で影響を受けてい
る可能性があるという議論です。「民主化」と
いうのは、これも色々論争的な概念で授業をす
ると長いわけですけれども（笑）、先ほど紹介
した正統的暴力を独占する主体である国家権力
者を「自由で公正な（競争的な）選挙」で選
出する政治体制への移行というのがその意味
の中核です。「民主制」の著名で重要な定義は、
J.A.Schumpeter（1942）編注2の「政治的決定に到
達するために、個々人〈=政治家〉が人民の投
票を獲得するための競争を行うことにより、決
定力を得るような制度的装置」というものです。
そして、その体制が実現するという事は、国家・
政府主体に対して、市民や野党がメディアその
他で、自由に、かつ公に批判できる体制である
ということが前提となります。「公的な異議申
し立ての自由」という言い方もしますけれども、
それがあるからこそ、国家権力者を「自由で公
正な（競争的な）選挙」で選出することが実質
的に可能となり、今日においては、実は概ねそ

2 Schumpeter, J.A. 1942. Capitalism, socialism, and 
democracy. Harper & Brothers （中山伊知郎, 東畑精一
訳『資本主義・社会主義・民主主義（新装版）』東
洋経済新報社 1995年）

れによって各国の体制の「民主化」実現度が分
かる、という事になります。
この図編注3を見ていただきたいと思います。
これは、フリーダムハウスというアメリカの
NGOが提供している「政治的自由化」の各国
指標を世界地図に示したものです。一般的には、
先程述べた国ごとの「民主化」の指標として使
用されています。政治的な自由が広範に認めら
れる「民主制」と呼べる政治体制の国々、民主
化（政治的自由化）が部分的な「半民主制」の
国々、民主化（政治的自由化）が充分でない「非
民主制」国々、の３つに色分けされております。
「民主化」をこのようにとらえると、つまり「民
主化」とは国家権力者（機構）によって情報が
コントロールされているか否かという点が定義
上重要であるとするならば、―国際政治学の一
つの議論では、「民主的平和（デモクラティック・
ピース）」といって、そういった国々同士では
戦争の蓋然性が有意に低下するといった重要な
論点もあるのですが―、これによってグローバ
ル化・情報化の影響も系統的に異なる可能性が
あるのではないかと。情報化、そしてグローバ
ル化のもたらす社会へのインパクトのあり方に
もやはり根本的な違いが出てくるとのではない
か、という事になる。
その中で、この図を見ていただきたいのです
けれども、これは、クーパーさんというイギリ
ス人外交官が提起し、日本の田中明彦さんとい
う国際政治学者が新たな形で整理し、議論とし
て提起したものです編注4。2つ軸は、「自由民主主
義の成熟・安定」としてありますが、先ほどの
「民主化」の程度が横軸で、「自由市場経済の成
熟・安定」としてある縦軸が「経済発展度」です。
そして、各国において、この違いによって、国

3 Freedom House, “FREEDOM IN THE WORLD 2015,” 
https://freedomhouse.org/sites/default/files/FITW_
World_Map_24x16_fa_GF2015.pdf

4 田中明彦（1996）『新しい「中世」 : 21世紀の世界シ
ステム』日本経済新聞社 194頁
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際政治上その他の関係、いわば「世界」のあり
方が基本的に異なっている、異なってくる、と
いう「仮説」を表現しています。
民主化の度合いが高く、それから市場経済の
発展の度合いが比較的高いような国では、相
互に戦争する可能性が非常に低くなり、同時
に、まさしく今日お話しになったような新しい
世界が、「国家」が相対的に弱くなりますので、
NGOや企業その他、非国家主体が、どんどん、
いろんな形で強くなり、活発に活動する、とい
うワールドが出来上がる。ポストモダンと言っ
てもいいかもしれません。他の言い方をする場
合もあります。
一方で、それがそうではない、ステートが今
まだ非常に強力であるとしか考えられないよう
な世界もかなりの程度地球上に広がっていると
いうことも歴史の現実としてある。例えば、民
主化がなされておらず、（定義上）情報の国家
統制が強力・広範になされている中国やロシア
といった国々がある。こういった国々では、国
家主体が他の主体に対し、はっきりと優位を持
続している。当然ながら情報は自由に流通せず、
国家が情報を様々なメディア規制を通じてコン
トロールし、政府批判を許さない。国家に対し、
NGO等の非政府組織も、やはり当然の事なが
ら、その活動は著しく制限的となる。そして、「民
主化」実現は、近年のイラク、アラブ地域、旧
ソ連地域等の状況からも容易にお分かり頂ける
ように、決して簡単ではない。一方、逆に民主
化が一定程度進んでいても、経済発展が充分で
ない、例えばフィリピン、南アといった国です
と、やはり高度な情報化社会とは少しずれた形
で社会のあり様が持続していく可能性が高い。
もちろんグローバル化・情報化の影響は全世界
的にあることは事実でしょうが、その影響のあ
り方は、明らかに先程のポストモダン世界（日
本を含めた先進民主制国家の世界）とは、かな
りの程度異なるという事になる。

そして、今日「失敗国家（failed state）」とい
う言い方をしますけど、その両方が十分でない、
図でいいますと左下の部分、近代的な国家が事
実上成立していない地域もある。アフガンであ
るとか、イエメン、ソマリアであるとか、そう
いったところでは、無秩序というと極端ですが、
国家による正統的暴力の独占と社会秩序の維持
が効果的になされていない、これはテロの温床
にも実はなるのですけども、そういったプレモ
ダン的「世界」も広く存在している。
こういった、政治経済体制上の「違い」が、様々
にかつ広範な形で、しかも系統的に、グローバ
ル化・情報化のあり方に影響を与える可能性が
あるのではないかという議論があるということ
でございます。
多分時間がもう過ぎていると思いますけれど
も、一つの見方、背景情報としての知識提供で
すが、情報化・グローバル化の展開は不均質で、
均等ということでは必ずしもないのではないか
という議論がある。しかもその不均等さは、国
による政治経済体制のあり方により相当程度規
定されているとする重要な「仮説」がある。そ
れがまさしく今日おっしゃられたような議論に
様々な形でつながっていくのではないか、そう
いった視点が、政治学・国際政治学の中での議
論から提供できるのではないか、ということで
ございます。以上でございます。

川崎：どうもありがとうございました。予想通
り時間が非常に押してしまって、大変登壇者の
方々には申し訳ないと思います。残りあと15分
ぐらいしかありませんので。この続きでもし興
味のある方は来週、2時から日経ホール、大手
町ですけど、そこで「情報通信学会の通信自由
化30周年記念シンポジウムICTによる10年後の
未来、IOT／ビッグデータのつくる新たなビジ
ネスの胎動」というのもありますので、そちら
のほうにもし興味がありましたら、来ていただ
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けるといいかなと思います。それで残りの時間
を、せっかく来ていらっしゃるので、フロリデ
ィ先生に感想を少し伺いたいと思います。

Floridi：Thank you very much. There’s very little 

time and so many interesting ideas. So, I will try 

to be brief and maybe pick up one thought that 

will stay with me from each of the panelists. From 

Professor Hitoshi Mitomo I really appreciated the 

emphasis on local diversity. It’s crucial at a time 

when we’re running the risk of transforming the 

whole world into a homogeneous soup – a soup of 

TV programs, of apps, of movies, of bestsellers. 

Therefore, the role of mass media in making sure 

that we’ll reach a balance between the value of 

local diversity and the benefits of globalization 

is a big challenge, yet it is a challenge we can 

address. We started with the right foot by saying 

let’s make sure that we are addressing the problem 

with eyes wide open. I don’t want to talk about this 

as a major problem but as an opportunity for mass 

media to do a better job than what they’ve done so 

far.

If I then move to Dr. Masaki Fukuda, I much 

appreciated the emphasis on machine-to-machine 

communication, and the strong reminder that jobs 

are at stake, that artificial intelligence is coming 

in one form or another, that smart machines will 

replace many jobs done by humans and therefore 

that some kind of cohabitation, a word that I heard 

with much interest in his presentation, needs to be 

developed. Again, I would like to talk about this 

as an interesting challenge, as a possibility, and 

also as social opportunities. New jobs will emerge, 

interesting hybrid solutions will be identifi ed. We 

need to be, however, aware of the deep and quick 

transformations that all this is going to bring.

If I then move to Mr. Waichi Sekiguchi, I also 

appreciated the continuity with the previous theme 

with an emphasis on what I really like, the two 

inverted triangles in the picture, how added value 

and labor-intensive relations are these days almost 

inverted.  One can have a lot of added value with 

very little labor-intensive processes, which means 

no jobs. The recovery in the United States at least 

initially has been kind of jobless.  That’s precisely 

because of the impact of ICTs. The reminder 

about what’s the industrial interest in artificial 

intelligence as a pragmatic solution for jobs is very 

welcome.

Mr. Hiroki Kuriyama reminded us of the ABC, 

the artifi cial intelligence, big data, cloud computing 

acronym. I thought that in his talk too there was so 

much as in all the other talks. The point that maybe 

I could emphasize among many others is connected 

to Tokyo 2020 and smart cities. We’re building 

very large, very sophisticated infrastructures all 

over the world. We know that most of humanity 

will live in big cities within a generation or two. 

How well or how badly we build these cities, how 

the infrastructures will sustain human flourishing 

and therefore safety, security, these are points for 

further discussion.  Again, they involve mass media 

and our full awareness.

Finally, Professor Takashi Tomisaki went back to 

the point of the nation state, and its crisis. I really 

like the reminder that we need to be aware of the 

lack of uniformity in anything that happens from 

the general statement to the end of the nation state. 

But then what about Russia? What about China? 

Sometimes when we read about Russia and China, 

we really have the impression of being confronted 

by 19th Century mentalities, mentalities that come 

from a different age, almost like not in line with 

the developments that we are undergoing. It does 

not mean that they are not powerful actors as many 
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others. But it does mean that the homogeneous 

development of history is not there and we shall not 

assume it. And that applies to globalization as well. 

It’s not a uniform process and it’s very diverse.

I think I might just conclude with a personal 

contribution. I myself have been guilty in the past 

of talking about the information society. I stopped 

a long time ago. There’s no such thing. There are 

only as many information societies as we have 

experienced in different cultures, in different 

nations, in different organizations and I think that is 

a good reminder that I take from the panel of how 

important is the lack of uniformity, the diversity 

and the articulation of all our technologies in order 

to move forward towards better, value-based, 

information societies. Thank you very much.

川崎：今、最後のところでまとめていただいた
ような気がするんですけど、まだあと5分ある
ので、5人の方で今フロリディ先生がおっしゃ
ってくださったコメントに関してどうしても言
いたいという方がいましたら、1分差し上げま
すので、いかがでしょうか。どなたかいらっし
ゃいませんか。よろしいですか？ご協力ありが
とうございます。
それでは、そろそろ終わりにしなくてはいけ
ないんですけど、今回話がどういうふうになる
かというのは実は最初分からなかったところが
ありまして、フロリディ先生のお話を伺うと、
非常に内容が多岐にわたっていて、しかも基本
的、本質的な話から非常に大きな長期間にわた
る話まで非常に連続的できちんとつながった話
になっていて、それがわれわれにとっても非常
に面白かったと思います。
ただ、今回は先生が主著でお書きになった
内容の半分ないし3分の1ぐらいしか話され
ていないと思います。インフラ・エシックス
（Infraethics）の話などは出てきませんでした。

先生は明日帰られるということで残念ながら
これ以上話をすることはできません。もし時間
があったらもう少し議論したかったのが、例え
ば先生がお話をくださったMASですね。マル
チエイジェントシステム、これ、例えばどうい
うものを指すのか。例えば、ぱっとすぐ思い起
こすのは、ISはどうなんだとか。このMASと
いうのが一体どういう形態を取ってどんなふう
に考えられるのかというようなことがありま
す。それから、この中で出てくる話というのは
例えば今のわれわれの社会でいくと、ミニマリ
ズムのような考え方というのは結構適応的な考
え方になるのかどうなのかとかいうような論点
についてとか、さらに面白い議論ができると思
います。さて、今日のゲストの方々が非常に多
岐にわたってしかも第一線でバリバリにやって
らっしゃる方々なので、例えば栗山さんは、非
常に短く話をしてくださったような東京オリン
ピックの話の準備のためのいろいろやってるっ
てことなので、本当はそこをちょっと聞けばも
っといろんな話が出てきたと思いますし、今回
の話とどこかで結び付くようなところもあった
かなとは思うんですが。まあいずれにしろ時間
も足りず、十分に皆さんに提示できなかったか
もしれません。
しかし、フロリディ先生が説明してくださ
った〈4つの革命〉、これはなかなか含蓄の深
いものだったと思います。ここに先生が書か
れた本があるんですけど、とても面白い本で
すので、もしよろしかったら、『The Fourth 

Revolution』編注5というタイトルなんですが、こ
の本もお読みになっていただきたいと思いま
す。
それから最後に、質問の時間を設けるといっ
て、設けられませんでした。大変申し訳ござい

5 Floridi, Luciano. 2014. The Fourth Revolution – How 
the Infosphere is Reshaping Human Reality (Oxford: 
Oxford University Press, 2014).
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ません。それから協力してくださったグローバ
ル・メディア・スタディーズ学部の学部長・各
スタッフ、学長先生、それから情報通信学会、
ITU、その他諸々の関係者の方々に感謝したい
と思います。それでは、登壇者の方々ならびに
フロリディ先生に対して、拍手をお願いしたい
と思います。どうもありがとうございました。


