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「〈ヒト中心の〉未来情報社会再考」特集について
　今，サイバー（仮想）空間とフィジカル（現実）空間を高度に融合させることで経済発展と社会課題の解決を両立させる人間中心の

4 4 4 4 4

社会Society5.0が目指されている．ここで注目したいのは，「人間中心の社会」とは何かという点である．何を開発，設計すれば人々
が幸せ（well-being）を感じながら生きられるのだろうか．
　個々人の心，道徳や倫理，社会における規範，文化などの価値観は極めて多様であることは周知の事実である．そして，その本質を
十分に理解しないまま，安易に情報科学技術を活用することが，差別や分断，対立を助長させることも経験してきた．一人ひとりの多
様な幸せを真に可能とするSociety5.0とは，どのような社会なのだろうか．本特集号では，ヒトの生理，心理，行動とその生物学的・
文化的基盤を専門とする6名の研究者を迎え，それぞれのご専門からこの難題に向けた展望を自由に語っていただくこととした．
　ヒトを含む生物と人工知能がもつ知性との大きな差異は，前者は，身体という物理的制約のもと生存上適応的な情報がふるいにかけ
られながら知性を創発，構造化させてきた点にある．こうした見方は「身体性（embodiment）」とよばれている．伊澤栄一氏（慶應大）
は，身体性に基づく知性の進化を，カラスを例に論じている．身体拡張技術の開発が進む現在，生物進化の視点からヒトの知性を再考
することの重要性を説いている．
　ヒトの知性のなかでも，身体内部に起こる感覚，その意識的な気づきである「感情」は，ヒト特有の自己意識や価値判断，行動選択
の根幹をなす．大平英樹氏（名古屋大）は，内臓感覚を軸とした感情の科学的理解について最新の知見を紹介するとともに，ヒトと共生
しうるロボット設計の未来について重要な視座を呈している．明和（京都大）は，感情を含むヒトの精神機能が多様な軌跡をたどりな
がら創発，発達する機序を，ヒト特有の社会的環境との関連において概説している．次世代のヒトが育つ環境設計において欠くことの
できない視点が提案されている．月浦崇氏（京都大）は，ヒトの高齢化と認知機能との関連を，記憶をテーマとして論じている．認知
機能は，加齢という生物学的変化だけでなく，社会的文脈により神経系が変容するという側面に目を向けることの重要性を説いている．
　四本裕子氏（東京大）は，ヒトの脳と心の多様性について，特に性差に着目して考察している．生殖器の特性に基づいて脳や心を二
分法的にとらえる見方（男性脳と女性脳）を科学的根拠により反証し，真に一人ひとりの多様な幸福を実現するために現代社会が克服
すべき課題を提案している．亀田達也氏（東京大）は，ヒトの知性を集団という枠組みから概説している．情報操作が容易となった現
代社会では，個や社会の多様な価値観を分断する方向に軋轢が拡大している．集団としてヒトが生存するために必要となる知性（規範
や分配，正義）とその生物学的基盤を理解することの意義を示す内容である．最後に，渡邊克巳氏（早稲田大）は，ヒト-ロボット共
生社会の実現に向けて，人類がこれから考えるべき視点を提案している．特に，ヒトが身体を模したロボットをどのように感じ，どの
ように振舞うかを科学的に理解することの必要性を説いている．
　生物であるヒトの特性を根幹にすえたとき，私たちはどのような「人間中心の」未来情報社会を描き，次世代に託すことができるの
だろうか．ロボット学会員の皆様とともに考えてみたい．
　最後に，本特集の実現に協力していただいた編集委員の皆様や日本ロボット学会事務局をはじめとする関係者の皆様に厚く御礼申し
上げたい．� （明和政子　京都大学）
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