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・調査趣旨 

・回答者 

・調査項目 1～10 

・調査から見えてくる、2050 年の技術と人の世界 

 

 これは、2016 年 11 月 26 日（土）、実践大学日野キャンパスで実施された、還流文明研究

会での発表内容をまとめたものです。当日は、2014/15 年に Global Futures Institutes が実施し

た、技術の未来と人間の仕事との関係に関する調査結果を紹介し、その結果に関する発表

者のコメントを述べ、来るべき還流文明を考えていく際の材料や情報を提供しました。 

 

1. 調査趣旨調査趣旨調査趣旨調査趣旨 

 人工知能やロボットが人間の未来を奪うという話は、SF ではお馴染みのもので、そのよ

うになった世界でヒーローやヒロインが活躍するわけですが、今まで SF でのおとぎ話とい

うように思われていたそのような事項、つまり、人工知能が人間のコントロールを超えて

しまうことが実際に起きることが、先端科学者や人工知能専門家から警鐘されています。

例えば、ステファン・ホーキンズやビル・ゲイツ、人工知能の専門家たちは、人工知能が

発達し、人間のコントロールを超えてしまい、超知能、人工的な汎用知能、強力な人口知

能といったものになり、フィードバックで自分のソフトを書き換え、世界中で使われてい

るソフトを一斉に書き換え、目的を変え、人間の知能を凌駕してしまう世界が出現するこ

とがそう長くない将来に起きうると述べています。今や、人工知能がその他の未来技術（例

えば、合成生物学、電算科学、ナノ・テクノロジー、量子コンピュータ、3D プリンターや

4D プリンター、モノのインターネット、自動操縦自動車、ロボティックスなど）と共に、

2050 年での仕事のやり方や経済、文化に根本的な影響を与えることは確かとなっています。 

 

新技術の出現によってすでに以下のような現象が現れています： 

－富の集中化が進んだ 

－収入格差が広がった 

－失業者が増える中で経済だけは成長する 

－金融資本や技術に投資した利益回収の方が、労働投資した場合よりも利益が大きい 

－未来技術はますます人間の労働を削減する 

－失業者が蔓延する構造は長期化し、それが当たり前のものとなっている 

 

もし失業者が蔓延する構造が長期化し、そのことが避けられないとしたら、未来文明を

好ましいものとしていくためにはどのようなことをしなければならないのであろうかとい

う疑問に応えるべく、デルファイ方式で、未来学者を含む世界の科学技術の進歩と人間の

生活、特に仕事との関係について興味を持ち、発表している研究者やビジネス関係、援助

機関の勤務者等に調査を行いました。その途中結果が 2015/16 年度版の「地球未来白書」の

付録に掲載されています。 

 

2. 調査対象者調査対象者調査対象者調査対象者 

Global Futures Institutes は世界中の国や地域に支部があり、そこから、先の条件に合う候

補者を挙げてもらい、その中から無作為抽出しています。そして約 300 人の、未来学者及
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び IT と人間の将来に関して関心があり、発表を行っている人を選び、10 の質問を行いまし

た。ただし、質問には設問を設けたものもあるので、実際の質問項目は 10 以上になります。 

 

無作為抽出ながら、このような調査で回答をしてくれる人の分布母集団の偏りから、ど

うしても欧米中心になってしまっています。しかし、一応アジア、アフリカもカバーして

います。99 人が北米（米国及びカナダ）、111 人が欧州、49 人が南米、25 名がアジア太平洋

地域、5 名がアフリカ、9 名は地域を特定できなかったそうです。男性が（232 名）女性（65

名）と男性が多くなっています。 

 

表 2-1：回答者区分 

 

 
 

 回答者は未来学者だけではなく、未来学に一般的な興味を持っているだけの回答者も含

んでいます。従って、未来学的なアプローチではない思考で考えた意見も含んでいます。 

 

3. 調査項目と回答調査項目と回答調査項目と回答調査項目と回答 

(1) 失業状況： 

質問 1：もし世界の社会・政治・経済制度が現状のままだとして、技術進歩が加速し、統合

され、グローバリゼーションが継続するとして、今日の失業状況は、2020 年、2030 年、2040

年、2050 年と将来にはどのように変わっていくのであろうか？ 

 

図 3-1：2020 年、2030 年、2040 年、2050 年の失業状態 

 
 

社会・政治・経済制度が変わらないと失業者はどんどん増えていくと考えられます。未

来学や IT 関係者ほど、未来では技術の進化が人間の仕事を奪うと考えている傾向が見られ

ます。しかし一方、技術は新しい仕事を産み出すと考える人、ユートピアが実現すると考

年齢層 数

30歳以下 22

30-45 77

46-60 105

61-70 59

70歳以上 33

無回答 2

所属機関 数

大学 91

ビジネス 70

独立コンサルタント、執筆業 60

シンク・タンク、調査研究機関 58

NGO 34

国連、国際機関 31

その他及び無回答 7

未来研究への関与度 数

高い（概念、方法などの研究、教育、研究の論文発表、未来研

究の応用など未来研究をフルタイムで実施）

101

中間（研究論文は読んでいる。出版や研究発表も少しや実施。

業務の一部に未来研究が含まれる。）

135

低い（一般的な興味を持っているだけ） 51
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える人、貧困にあえぎ、世界は混乱すると考える人、基本的にはあまり変わらないと考え

る人がいます。 

この調査での未来の人間の失業率は、回答者の平均値になっているのでマイルドな値に

なっていますが、いくつかの調査や、最後に挙げた参考文献の著者などの中にはもっとラ

ジカルな意見を述べる人もいて、中には早くも 2030 年には失業率が 50%になると主張して

いる人もいます。 

 

1) 技術は人間の仕事を奪う 

技術は人間の仕事を奪うと回答した人の主なコメントとしては以下のようなものです。 

・人工知能のアプリや関連技術の発達は、最初はゆっくりしたものだが、しかし、その世

界的普及は 2030-2040 年にかけて急速化し、2050 年にはその結果、失業問題がもっと深

刻化する 

・人工知能が自分自身で学習するようになれば、人工知能は人間よりももっと素早く学習

するようになる。 

・人工知能がビジョンを持ち学習するようになり、技術者も失業する 

・全てが自動化され、人間がするべき仕事が無い世界になる 

 

2) 技術は新しい仕事を産み出す 

  一方、技術は新しい仕事を産み出すと考える人がいて、代表的なコメントは以下のよう

なものです。 

・仕事は創生され、人間は創生された新しい仕事に適合するものである。 

・豊かな国では失業が多くなるだろうが、貧しい国では新しい仕事が創生されるのではな

いか。 

－貧しい国では人工知能やロボットが人間の労働を代替しない 

－ロボットや人工知能を使うよりも賃金やコストの安い仕事が貧しい国に流れていく。 

・宇宙探検といった世界的な大規模のプロジェクトが長期的には生命や人類を変える可能

性がある。 

－そのような場所では、人間の労働をかなり必要とする。 

 

3) ユートピアが実現する 

ユートピアが実現すると考える人もいて、そのような人の代表的なコメントは以下のよ

うなものです。 

・生活のために労働しなければならないということから解放されるのではないか： 

－2020 年：経済の上昇により技術発展による仕事の創設と技術発展による失業者は均衡 

－2030 年：働きたいと思う人間の方が機械よりもまだ多い 

－2040 年：基本的な収入が多くの豊な国で保障され、多くの人は失業することを考えなく

てよく、失業ということが無くなる。 

－2050 年：基本的な収入がほとんどの国で保証される。人々が思い描くよりも急速に、道

具や技術が進歩し、当たり前のものとなる。 

・働くというのは自己の充実感を満たすためとか自己実現のためであり、収入を得るため

だけに働くということは無くなる。 

 

4) 貧困にあえぎ、世界は混乱する 

貧困にあえぎ、世界は混乱すると考える人がいます。 

・新技術によって創生される仕事よりももっと多く、貧しい地域で働かなければならない

人口が増加するのではないか。 

・25%を超える失業率が世界中で発生し、それが社会不安をもたらし文明の崩壊をもたらす。 
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5) 基本的にはあまり変わらない 

基本的にはあまり変わらないという意見もあります。 

・産業革命の時と違い、人間による労働が機械に追い付けなくなったからといって、世界

が大きく変わっていくとは思えない。 

 

(2) 技術の進歩は失業を生むか？： 

質問 2：工業化時代、情報化時代は、機械が人間の仕事を置き換え、省力化を達成した以上

に新しい仕事を産み出した。しかし、しかし、今後 35 年（2050 年まで）は、技術の進歩の

スピードが速くなり、統合化が進み、技術が世界規模で普及していくので、多量の失業者

が構造的に生まれると考える人も多い。このことは事実であろうか。そして、どのような

技術や要因が、多量の失業者を構造的に生むことになるのであろうか？ 

 

これには 2 つの設問があります。 

1) 失業を生じさせる技術 

設問 2.1： 2050 年に仕事や作業が代替され、大量の失業者が生まれると予想される要素を

挙げ、その影響度を、影響がない場合を 0 とする 10 段階評価で評価して下さい。 

 

表 3-1：失業を生じさせる技術 

 
 

ロボットや人工知能が人間の仕事を奪っていくのだが、単独の技術ではなく、技術が総

合されたものが人間の仕事を奪っていくと考えている人が多く見られます。また、人工生

命やナノ・テクノロジーのようなものまで人間の仕事を奪っていくと考えている人もいま

す。これには、機械的なロボットではなく、生物的なロボット（アンドロイド？）の創生

も含むと思われますが、ただ、こちらは 2050 年で完成するかどうかはまだ不明です。大き

く、技術が人間の仕事を奪うと考えている人と、奪わないが、暴発し、被害をもたらすリ

スクがあり、コントロールの問題と考えている人に分かれます。 

 

A) 技術が人間の仕事を奪う： 

 ロボティックスなど先に挙げたような技術が人間の仕事をと考える人の代表的なコメン

トとして： 

・人工知能や人工汎用知能があらゆる必要とされる労働を徐々に代替していくであろう。 

・われわれは、現在、今までの種とは違い、人間には成し遂げられなかった、人間以上に

有能で人間よりはるかに低コストで仕事ができる第2世代の知的生命種を開発しつつある

のではなかろうか。 

・人工創生知能やロボティックスが仕事を分断させ、仕事を保持することが難しくなるで

あろう。 

仕事を代替する技術 起きうる程度

ロボティックス 7.51

現在ある技術を統合したもの 6.92

人工知能 6.81

人工知能創生 6.47

技術の進歩による改革 6.43

3D/4Dプリンティング 6.14

その他 5.54

ドローン 5.35

ナノ・テクノロジー 5.19

人工生命 4.66
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・技術の非対称性が持つものと持たざる者とを分けることになるであろう。 

 

B) 技術は人間の仕事を完全には奪わないが、暴発する可能性があり、コントロールの問題

である： 

 このように考える人の代表的な意見です： 

・2050 年まででは完全な人工知能といったものは出現しないと思う。しかし、もし出現し

たとしたら、ものすごい力を持ち世の中を変えていくであろう。例えば、ナノ・テクノロ

ジーは今でも大きな可能性を持っているのだが、人工知能のコントロールの下で機能しな

いとフル機能発揮は難しいであろう。 

・自動化と人口知能は、大変動を起こすことは無いであろう。ただ、われわれのコントロ

ールを超えて加速し、暴発することはあるだろう。そのことには注意しなければならない

だろう。われわれの歴史の中では、技術が人間のコントロールから離れ、自分自身で改善

していくということは無かった。 

 

2) 仕事の創生要素、あるいは大量失業への予防要素 

設問 2.2：2050 年で仕事を創生させる要素と大量失業へ予防効果を、影響がない場合を 0 と

する 10 段階評価で評価して下さい。 

 

表 3-2：仕事を創生する要素 

 
 

 何が人間が機械に仕事を奪われないために必要かという質問で、仕事のやり方を変える

というものと、人間の創造性や価値観を変えるという 2 つの意見があります。 

 

A) 仕事のやり方、あるいは分野を変える 

 これも、個人経営や個人型を中心にするというものと、地域密着型にするというものの 2

つの考えがあります。以下それぞれ、代表的な意見です。 

 

A-1) 個人経営、個人型の仕事を中心にする 

・DIY（自分でやる。日常大工。）という概念が普及することで、ある人の職を奪うことに

なるであろうが、もっと多くの、個人営業やフリーランスの仕事を創生するであろう。 

・個人営業などの自分が社長でかつ従業員といった形態の仕事が盛んになる。 

・何かビジネスを始めるために必要な資本がだんだん少なくて済むようになっている。例

えば、YouTube、フェース・ブック、Uber といった会社は、創設する際にそれほど巨額の

資本を必要としたわけではない。 

・インターネットで世界中のスキルある人材を繋ぐことができれば、新しい仕事の構造を

もたらす 

 

仕事を奪うのではなく仕事を創生すると思われる要素 影響度

新しい経済と新しい労働概念 7.17

個人営業、フリーランス、DIY支援システム、インセンティブと研修 7.07

レジャー業界、リクレーション業界、保健業界での仕事の増加 6.67

必要ではなく人生実現のための新しい仕事を創設する自由 6.28

人間の創造性が世界中で加速化される 6.25

その他の技術が現れ技術が代替する以上に仕事を創生する 6.14

人間機械共生型、人間の機械への拡張 5.59

経営資源クラウド型金融システムを始めとする資源クラウド型業務 5.61

生物革命（人工生命やその他の生命科学系の産業） 5.42

自己修正で、失業が増えれば消費が減り、消費が減れば人工知能ロボ

ティック・システム化も減り、その結果、それらが仕を代替することも

減っていく。

4.12
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A-2) 地域を中心とする、あるいは地域密着型 

・地域経済が世界経済よりももっと健全であり、そうであれば地域での仕事も存在する 

 

A-3) 仕事のやり方、あるいは分野を変えるということに関するその他のコメント 

仕事のやり方を変えるという観点で、先とは異なる以下のようなコメントがありました。 

・参加者に制限がなく、臨時的な作業員に制限がないような分散型自己組織をいくらでも

増やすことができる。 

・バーチャル・リアリティやメタバースの中での仕事といったものが可能になるかもしれ

ない 

・もっと進化し、かしこくなった人工知能による未来型 TradeNet のような、ブロック・チ

ェーンで仲間同志をつなぐ金融システムが実現するであろう。 

－人工知能などと連携したネット型の仕事 

 

B) 仕事の価値観 

 仕事の価値観を変えてしまえば、仕事が奪われるとか創生するということが問題になら

ないというコメントで、以下のようなものがありました。 

 

・稼ぐために働くというのでなければ、失業を問題にする必要がない。 

・今日、「勤労」や「仕事」という行為は、何か尊敬されることをやっているというイメー

ジで見られているが、何か生きる意味を持つためにやることというイメージに変わって

いくことができる。しかし、そうなるためには、政治的、経済的、社会的なしくみや期

待、調整がなされるべきである。 

・人類は、物理的労働が価値を持つ段階から思考することが価値を持つ段階に移行してい

き、成果よりも創造性が重要であるという段階に進んでいくことができる。 

・良いことをするということの次には、人生の意味を探すことであろう。 

 

(3) 技術の進歩での失業を防止するために解決すべき問題 

質問 3：人工知能やその他の未来技術が、人間が行っている仕事を無くしてしまう以上にも

っと新しい仕事を創生するためには、どのような問題が解決されなければならないか？ 

 

これには 2 つの設問があります。 

 

1) 設問 3.1：どのような問題が解決されなければならないか？ 

 この問いに対する回答として、 

・経済システム、環境との調和 

・人工知能の所有 

・技術や人工知能の方向性、方針、拡がり 

の 3 つの問題にまとめられるようです。 

 

A) 経済システム、環境との調和 

・経済システムを解決しないと、労賃が安くなる方を選ぶという経済の原則から、一方的

に機械が人間の仕事を代替し、人間の方では代替される以上の仕事を作り出せない。 

・機械が人々の仕事を行うようになり、社会不安が起きるのを避けるために十分に、われ

われの仕事に対する態度、ビジネス・モデル、税金、複利厚生に関する態度を修正し適

合していけるであろうか？ 

・税金はどうなり、どう集めるのか？ 

・未来の技術はどうやって貧困撲滅を達成させられるのか？ 

・どうやって、そしてだれによって貨幣が作られ流通するのか？ 

・環境を保護しながらどうやって技術を使いながら人間を開発し、「人間的」な環境に人間
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が生きられるようにするか？ 

 

B) 人工知能の所有 

・人工知能の所有者、それによる便益の享受者が明確にならないと問題が起きると考えら

れる。人工知能がそれ自体に組み込まれた経済原理などで稼働し人間のことを考えない

といったことが起きる。 

・だれが人工知能を所有するのか？ 

・人工知能は単独で作業を行うのだろうか？ 

・それは道具とでして使われるのだろうか、それとも管理側で人間を道具として使うとか

人間を管理するのだろうか？ 

・人工知能が生産した製品やコード、アルゴリズム、発明といったものに対し、それを作

り出した人工知能は知的財産権を持つことができるのであろうか？ 

・ものすごく創造的な人工知能が金儲けを行い、百万長者や億満長者になることができる

のであろうか？ 

・人工知能の意図をどうやって定義し管理できるのであろうか？さらには、そもそも、そ

んなことをしなければならないのか？ 

 

C) 技術や人工知能の方向性、方針、拡がり 

・人工汎用知能や超知能、強化された人工知能は最初の条件でそれがいい方向に進化する

か、そうでないかが決まるのではないか？ 

・強化された人工知能（あるいは超知能、人工汎用知能）は世界的に自由に広まっていく

のだろうか？ 

・人類が考え、設計し、建設し、新しい技術を応用しなければならないのか、それとも機

械がこういったことをやってくれるのか？ 

・合成生物学が新しい産業や雇用を生み出せるであろうか？ 

・人工知能によって作業が創生させられる。仕事の上で必要だから作業が創生させるので

はないといった事態を避ける 

・人工知能や人工汎用知能がどうやって知能を生むのだというのか？ロボットはどれだけ

複雑なことを成し遂げられるのだろうか？そういったことをますはじっくり考えてみる

必要があるのではないか？ 

 

2) 設問 3.2：貴方が提案した質問に対する貴方自身の回答はどのようなものか？ 

 これも、制度やしくみで解決するという意見と価値観を変えることで解決するという 2

つの意見に分かれるようです。 

 

A) 制度やしくみ（生活保障/福祉）で解決する 

・地域化－村ベースの自然に囲まれ人々の繋がりの中で暮らす生活にする。 

・政府に支援される世界的な組織を作り、開発を評価し、長期的な関連性を考えた開発を

奨励していく。 

・基本的な収入というシステムが導入され政府から基本的な収入が支払われるべきであろ

う。 

 

B) 価値観  

・仕事の目的は自己実現であり、経済の目的は人間としてよい状態になることである（よ

うな価値観にする）。 

 

C) その他 

・人工生物が産業革命よりも大きな革命を引き起こし、人工知能やロボットなどによって
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代替される仕事の総量を打ち消すほど多くの仕事を創生する。 

 

(4) 失業問題の解決策 

質問 4：2050 年までに、失業問題を解決し、仕事を創生し収入を増やすためには、どのよ

うな対応を行い（設問 4.2） 、どのくらい状況（設問 4.1）を改善すべきか？ 

 

ここにも 3 つの設問がありますが、ただし、最初の 2 つは、回答を明確化するために、

具体的な対策とその対策実施の程度を尋ねています。 

 

表 3-3： 2050 年で、新たしい仕事や収入を創生するための対応に関し、最も効果的なもの、

最も行われそうなものを選んでもらったものの平均 

 
 

仕事創生に必要な事項を尋ねていて、それに関し、 

 

・教育や研修、国家的な計画で仕事を創生していくことが必要 

・個人のビジネス、自分だけで実施するタイプの仕事を創生していくことが必要 

 

という 2 つの意見に集約される傾向が見られます。 

 

A) 教育や研修、国家的な計画 

・世界のほとんどの民主主義国家の政府は時間制限がある中で活動を行っている。彼らは、

自分達の政策や計画がすぐに成果を生み、大衆の期待に応えられることを志向するので、

長期的な目標に対して投資するといった、すぐに効果が出ないことに対してはやりたが

らない。また、非民主主義的な国家の政府は大衆が必要としていることにあまり関心を

持たない。従って、政府が遠い将来の見通しを彼らの計画に取り込むことは極めてまれ

になる。だから国家的な計画を策定して実施する必要がある。 

・全ての教育で STEM(academic disciplines of science, technology, engineering and mathematics)

や CS の教育が必要とされ、2050 年には生活の一部になっていると思われるが、もしそ

うなっていないとしても、STEM や CS の教育自体が技術者の失業対策になっている。 

・メディアを使った無料の大学教育、低コストの医療サービス、国による才能開発 

 

 

対応 最も効果的 最もありそう

もっとスキルを向上させるための再研修計画 3.43 3.20

全ての教育で科学、技術、工学、数学、プログラミング

を取り込む

3.33 2.89

国家や個人の知能を向上させることを国家優先事項にす

る

3.27 2.56

インセンティブを設け、高度なスキルの仕事を魅力的に

し、創生する

3.25 3.26

国家的なイノベーションの計画 3.24 3.42

公共の福利厚生システムを統合し、基本収入保証にする 3.20 2.48

DIY製造や流通拠点、センター、地域を作る 3.18 3.05

2020年の研究開発費予算を2倍に増やす 3.05 2.35

従業員に自己財産保有計画を作らせる 3.08 2.72

大学教育を無料にする 3.04 2.33

公共財務支援で新しい技術によって新しく富裕層になっ

た人への課税

3.04 2.74

自営のために大量の研修 3.03 2.56

未来技術を創生している企業への政府の投資と利益を政

府と失業者がシエアする

2.87 2.40
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B) 個人のビジネス、自分だけで実施するタイプの仕事 

・自営業になるための訓練を行うことで、創業やビジネス継続に必要なスキルを身に着け、

ビジネスを継続していけるようになるので、失業対策になる。 

 

2) 設問 4.3：技術者の失業に関して、先に挙げたもの以外に何か対策があれば示して下さい。 

 

A) 教育、研修（情操教育？） 

・クリティカル・シンキングや reasoning faculties、慈悲、自営、質問型学習、質問型データ

収集といった技術を教える 

・地域化、自己満足、小さなコミュニティ向け生産、流通、消費、廃棄 

・人々の精神をいそがしくしておくための生涯教育 

・全ての就学前の児童に、なるべく早い時期から、技術をベースにした学習を行う計画 

・学校で自営のやりかたについて教育を行う 

・未来の世界的な頭脳を使い、超専門的で、気がきき、憎しみではなく調和を作り、政府

に依存するのではなく、（専門家として市民としての）われわれ自身の安全な社会の輪を

どうやって作るかを学ぶべき。 

・スキルがないとかスキルが低い、教育を受けていない、あるいはあまり賢くない人向け

の技術は大きなニッチ市場で、そういった人たち 

 

B) システム、制度 

・現行の経済制度を変える。所得税ではなく消費税にするなど 

・財政改革を訴え、ロビー活動を減少させる。 

・防衛予算をまわす 

・必要な初期費用には公共の資金を使う 

・気候変動、宇宙探査などの超大型の世界的な計画に十分な投資を行う。現在の投資金額

では社会を変えるには金額が少なすぎる。 

・社会全体の目的を達成することにチャレンジする 

・全ての生きている人に自分自身の生産の意味を創造する能力を与えるシステムを作り出

す。 

・知的財産権を見直し、新しい未来の可能性があるような知的財産権にする 

 

C) 分野、地域型、個人ビジネス型 

・トップダウンのソリューションよりも、草の根のボトムアップのシリューションの方が

最も有効である。（例えば、バイオラボの Maker and User 28740_Text_X3.indd） 

・ハイテク依存型農業、合成型 DIY、グリッド独立、テレ何とか、何か仕事としてやらな

ければならないことを除去する仕事といったものを奨励する。 

・技術支援に頼らざるを得なく、逃げて行かないだけではなく、他の人もそうだが、人間

として生きていく上でそういった技術支援を受けるに値する。 

・人工知能がネットワーク・サービス上で開発され、それがだれにでも、どこにいても能

力を高めるということになれば、今日われわれが思い描いている以上の大きな違い（そ

して大きな可能性）を産み出すのではないか。 

 

(5) 技術進歩は所得格差をさらに激しくするだけなのではないか？ 

質問 5：人工知能やその他の未来技術が継続して発展していった場合、現在すでに十分豊か

な富裕層がさらに豊かになり、所得格差が拡大するだけという事態が起きるのではないだ

ろうか？ 

 

この質問に対し 2 つの設問があります。 
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1) 設問 5.1：2050 年には何が起きると思われるか 

 この設問に対し、悲観論、楽観論が入り乱れています。悲観論では、収入格差で社会的

混乱が広がるという意見、人工知能が社会的混乱の一端を引き起こす、少なくとも地域差

が広がるという意見があり、一方楽観論では、収入が問題にならない世界が実現するとい

う意見があります。表 3-4 に確度順にまとめていますが、概ね悲観論、楽観論が交互に表出

しています。それぞれ代表的なコメントを示します。 

 

A) 悲観論、悲観的な世界が 2050 年には起きる 

・政治的に不安定な状態が世界に広がり、戦争を引き起こす。 

 

表 3-4：収入格差に関連して起きる可能性がある事項 

 
 

B) 楽観論、ユートピア 2050 年には起きる 

・社会的に不安定な状態がある程度続いた後、技術が進み、新富裕層を作り出し、その後

収入格差の多様性が無くなっていく。 

・人々に十分な収入を与えればいい。そうすれば、人々は収入格差など気にしなくなるで

あろう。もし、社会構造に問題があり人々が参画できないのであれば、やがて彼らは社

会運動を起こすであろう。 

・基本収入という考え方が進化するが、世の中がバーチャルな経済に変わったとしても、

ミクロのインセンティブ（受動的収入）によって新しい社会を建設し、基本収入という

考え方の経済を有効せしめることと対になって進められる必要があるだろう。 

・分散化とクラウド型財務支援が収入格差を是正するだろう。 

・Elon Musk の提唱しているような、古臭い知的財産権のスキームを改善するのではなく、

新しいイノベーションや世界を変えるような技術を作り出すことで富を得ることを推奨

するようなしくみを作り出すことが一番良い方法であろう。現行のような知的財産権は

法を施行していくことがだんだん難しくなる。未来は何でもオープン・ソースになる。

つまり、人工知能やその他の方法で生み出された富はだれもが、無料で、あるいは極め

て低価格で利用できるようになる。構造的失業は問題ではなく、是正するとか対処する

ことが望ましい程度のちょっとしたことになるであろう。 

 

C) その他 

・人工知能を持った労働者の出現で収入格差が広がるという考えを大げさに考えすぎてい

るのではないか。 

 

2) 設問 5.2：将来、技術により生み出される収入の変動を大きく改善するためには、今、ど

のような研究を進めていく必要があるか。 

 

回答からは以下の 3 つの分野の対応が必要と考えられていることが伺われます。 

起こりうる事項 確率

不均衡、地域によっては良い政策が行われるが、そうでない地域もある。 8.05

多くの地域で社会不安が起き、政治改革が行われ状況を改善する。 6.52

その他 6.50

適切な政治改革が行われなく、収入格差が拡大し、社会不安を招く 6.42

新しい官民経済計画、投資、教育、インセンティブなどが収入格差を無くす。 5.18

新しい税制度が導入され、収入格差を是正する 4.71

大衆はバーチャル・リアリティで働き、時間を費やすので収入格差のことは気

にしなくなる

4.68

人工知能が災害を引き起こし、世論が大きく変わり、技術開発のスピードが遅

くなる。

4.01
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・経済制度、社会や制度への対応 

・価値観、教育の変更 

・人間が活動すべき分野 

 

以下、それぞれについて、代表的なコメントを示します。 

 

A) 経済制度、社会や制度への対応 

・生産増加と所得配分についてのダイナミックな変動を理解し、改善すればいい。 

・収入格差は重要ではなく、適切に報酬を設定し、全員が、（生活のためにこの程度は）必

要であるという水準と、（このくらいは欲しいと）望んでいる水準が合致するような収入

にすることが重要で、それを検討することが重要。 

・世界のどこでもだれもが同じ基本給を得られ、福利厚生で基本的な生活水準が保障され

るようなしくみにし、キャシュフローで、いろんなインセンティブがどう機能するか財

務的に分析する。 

・新しい経済システム、脱恐慌社会、通貨の廃止、仲間だけに通用する通貨や価値交換 

・税制改革、均等税、会社の本社部門がそこに存在するという理由だけで課税されるので

はなく、生産した場所で課税されるしくみ、「裁判の理論」を税徴収や福利厚生に適応し、

民主的な統治、汚職や犯罪への対応 

・3 つのボトムライン（利益、人、地球）を基本にした会計制度を確立し、取引市場、銀行

などをきちんと明瞭に規制する制度の導入。 

・自分で仕事を産み出していく革新的な方法（人工知能・エキスパート・システム、財務、

技術支援、教育、マーケティング、オープン・ソース、オープンな集団的知性、研修、

施設の見通し、事業立ち上げから財務支援までの技術支援等） 

・統治法則に関する科学研究の成果を使い、有害で無益な法律を廃止し、有益な法を強化

し、問題を解決する 

・浮浪者を無くする有効な戦略を策定し、路上に住む浮浪者や、日常生活が困り路上成果

を余技無くされていつ浮浪者への対策を行う。 

 

B) 価値観、教育の変更 

・新しい世界に関連したこと、自己ペース、未来志向のシミュレーション、自己実現のた

めの無料、あるいは低コストのオンライン教育、起業志向、科学的意思決定、総合大学

ではなく何かに特化した大学をもっと増やす 

・技術による災害が起きた時、人間がそれに対応できる教育や訓練を行う。 

 

C) 人間が活動すべき分野 

・活動をバーチャルな世界に移す 

 

D) その他 

・どのような変動があるかを、人工知能を使って予測すればいい。強化人工知能を使えば、

戦略を策定するために使うことができ、一番良さそうなものを選べる。 

・人工知能を使って経済効果を分析すればいい。 

・人工知能の災害。調整者は誘拐され、身代金を要求されている。フランク・ハーバート

の SF 小説「デューン」シリーズの中のバックストーリである「Butlerian Jihad」のよう

なこと。 

 

(6) 収入保障の必要性 

質問 6： 貧困を撲滅し、不平等を解消し、失業問題を技術的に解消するために、何かの方

法で、最低必要な収入を保証するしくみ導入が考えられるが、それはどの程度必要で、ど
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の程度重要と思われるか？ 

 

設問 6.1：2050 年で、生活を維持するために必要な収入を保証するようなものがどれだけ必

要になると思われるか？ 

 

表 3-5：収入保障の必要性 

 
 

 絶対必要、重要という意見が多いのですが、収入格差とは関係ないという意見も見られ

ます。重要と言う意見は、それによって社会の安定に役立つという趣旨です。 

 

A) 生活保障、収入保障が必要という意見の補足 

・基本的な収入があれば、人々はより恐れず、よりストレスを感じないで済み、その結果、

国民保健の費用が減り、社会不安が減り、国防予算が基本的な歳入予算に見合うようにな

る（バランスする）。 

・ある水準の基本的収入が無いとしたら人々はどうやって生き、食料を買い、必要なサー

ビスを得ることができようか。そうなると、社会は崩壊する。 

・最低限の収入保証は一種の社会投資で、多くの人々の財務的安定性を確実なものとする。

その結果、社会が安定するという点を過少評価すべきではない。 

・最低限の収入保証が導入されれば、各国の移民問題は予防できるであろう。 

・全ての西欧先進国の経験から、最低限の収入は（例えばスカンジナビアン諸国のように）

確実に良い教育状態、良い健康状態、低い犯罪、良い生活水準というものを実現する方法

であることを証明している。 

 

B) 生活保障、収入保障が不必要という意見の補足 

 この意見では、インセンティブや社会の活力保持のために行うべきではないという意見

と、平等社会にすればそんなものは不必要という意見に分かれます。 

 

B-1：そのようなことをすべきではないし、やってしまうとインセンティブや活力が無くな

ってしまう。 

・政府は何もしない人に金を上げるべきではない。最低収入保証といった福利厚生プログ

ラムは解決にはならない。それは人々をより貧困に追い立てるだけである。勤労にイン

センティブを設け、高い教育を施すことで競争社会での脱落者を減らすことできる。た

だ、社会が物々取引や闇市の世界になってしまえば別だが。 

・最低限の収入保証はどの政府にとっても長期的に維持できる制度ではない。また、新し

い盛大にとって健全ではない。モチベーションがないとイノベーションも生まれない。 

 

B-2：平等社会、あるいは収入が意味をなさないユートピアができるので、そのようなもの

が不必要 

・新しい製造・消費文化では生活においてお金をあまり必要としなくなる。従って、資本

取引が時代遅れのものとなる。 

・最低限の収入保証という制度が短期間に明確化され直ぐに導入されるであろう。その結

果、費用や原価はゼロに近くなり、費用とか原価といったものの意味が無くなる。 

収入保証の必要性 回答数

絶対必要 54

重要 53

あれば有効 36

収入格差とは関係ない 27

それほど必要ではない 12
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・資本主義を基本の考えにするということが富というものの概念が変わってしまうことで

無意味になって、資本主義が終焉する。そのことで、生活のためにお金を稼ぐというこ

とをしなくともよくなる。 

・人口の 1%の人間が保有する機械が全ての仕事を奪う。その人口 1%にかけた税金を残り

の 99%の人口の最低収入にするのか、それともその人口 1%の人間は、だれにも商品や

サービスを有償で提供できなく、収入を得られなくなるかどちらかである。代替として、

合成型 DIY が考えられ、ハイテク依存型の生活が仕事の必要性を無くし、今の計量的な

経済システムを無用にし、従って人口 1%が機械を所有し、その上がりで食うといったこ

とが無くなる。 

・生涯収入という長期収入の方法を導入する。現行では労働者は退職後、25-30 年の年金が

保証される。自営業が増えると、自営業のためにこの現行の方法を少し改良する必要が

ある。 

 

7) 生活費は安くなるか高くなるか？ 

質問 7：2050 年には人工知能を搭載したロボットやナノ・テクノロジー製造、3D/4D プリン

ター、インターネット、発展した生産・流通システムで生活コストが現在よりも削減され

ると思うか？ 

 

1) 設問 7.1：今日と比べ 2050 年での生活費は下がっているだろうか？ 

 

表 3-6：生活費 

 
 

 生活費が高くなっているという人と安くなっているという人はほぼ半々です。 

 

A) 生活費上昇の理由 

・グローバル経済の不均衡で生活費は上がる。そして、不均衡が広がると、（貧困者の）生

活費は下がるが、（裕福な人の生活費は上がる）。 

・オートメーション化がなければ製品コストは上がり、家内工業的製造を余儀なくされる。

（家内工業的生産の方がコストは高くなる。） 

・製造にどのような技術を使おうが、気候変動によって生活費が高くなる。 

・技術は全ての国や地域で平等に利用できるようになるわけではない。（技術が利用できな

い国ではコストが高くなり、生活費に影響する。） 

・製造コストは下がったとしても、付加価値などを追加するので、その他のコストが追加

され、総費用では製品コストは高くなる。 

 

B) 生活費が安くなるという理由 

・現場で、3D プリンターで生産するとか、分子型製造といったものが生活費を安くさせる。 

・製品コストが下がるだけではなく、製品寿命ももっと長くなる。（例えば、ナノテクでコ

ーティングする）。そしてもっと機能的になる。（例えば携帯電話）。従って、物を購入す

る頻度も減る。 

・あまり働かなくとしてももっと多く成し遂げられる。それは効率を良くするといったレ

ベルの話を超えたものとなるであろう。また、そういったツールはほとんどオープン・

2050年の生活費 評価

地域によっては高くなっている 46

ほとんどの地域では生活費は低くなっている 43

今日と同じ水準 41

著しく安くなっている 34

著しく高くなっている 16
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ソースで広くどこにいても入手でき、時間と金銭で考えた総費用は十分限界費用に等し

くなる。 

・商品コストはここ何十年間低下し続けている。新しい技術は、製品を軽薄短少化し性能

を改善し、生産性を上げるので、商品の生産コストは下がる。 

・物理的には、多くの製品はゼロ円に近くなるであろうが、食料品は高い価格のままであ

ろうし、新しい建築素材や生地、例えばグラファイト素材といったものによって、建築

物や衣類、都市構造などは強くはなるが、新素材を使ったからといって費用は下げられ

ない。教育や社会サービスは大規模公開オンライン講座とか人工知能型ロボットなどに

よってほとんど無料になるであろう。衣服太陽発電とか、テント太陽発電といったもの

で、どこでも何でも太陽光発電をするなどの方法が広まり、家でのエネルギー消費効率

やシステム効率も高まり、エネルギーはものすごく安くなるであろう。 

・再生とか自然素材型、環境に優しいといった製品を製造する技術が消費者に広まり、今

日通常は捨てられてしまう物質を使用し、おまけにそういった製品をさらに再生するの

で、費用が下がるであろう。人工知能（燃料費・操作コスト）、情報通信などを有効に使

って、流通コストも下がるであろう。 

・（あまり物理的なモノがいらない）デジタル中心の生活や 3D/4D プリンティングが流通コ

ストを下げるであろう。再生エネルギーが主要になれば、エネルギー・コストも下がる

であろう、しかし、地域によっては資源が不足していて、そういった地域では生活費が

上がるということもあるだろう。 

 

C) 生活費は変わらない 

・生活費は今と変わらない。しかし、人工知能や新しい技術によって生活水準は改善され

ていることであろう。 

・生活費が高くなるか安くなるかは相対的な話である。多くの製品は、安く製造する方法

を学習することで安くできる。資源の制約により一時的に製品は高くなるかも知れない。

しかし、「生きる」という意味やそれに必要なことやモノは少しづつ変わっていくであろ

う。そうなると生活費も変わっていく。 

 

(8) 何が大きく違っているか 

質問 8：そういったものの影響で 2050 年には何が大きく違っていると思うか？ 

 

1) 設問 8.1：どんな出来事、開発、驚くこと、ワイルド・カード、ブラック・スワンといっ

たものが起き、未来の仕事と技術の関係を変えると思いますか？ 

 

 科学技術の進歩とそれによって人間の仕事が奪われることに関して、どのような影響が

起きるかという質問で、回答は大きく以下の 3 つの事項が懸念されています。機械が人間

の仕事を奪う、機械が人間を支配するといったことに対する人間側の反発、テロ、機械が

人間のコントロールを離れ勝手に暴発するといった、かっては SF だけの話と思われていた

事項が現実化すると主張している回答者が多いことが注目されます。神出先生との立ち話

で、神出先生が、機械が進歩すれば、機械は自分を守るようになりだろうと言っていまし

た。そうなると、機械の破壊を企てるのは人間なので、機械が自分を守るために人間を排

除するということも起きうると思われます。 

 

・テロ、事故 

・社会制度の変化 

・技術変化 
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A) テロ、事故 

・制度化や技術開発に対するネオ・ルディズムや科学に対する反動を引き起こすための生

物兵器などの大量破壊兵器を使ったテロ 

・福島原発事故のような事故 

・大量の国家レベルのサイバー戦争 

・もっと知的でもっと組織化されたロボット社会。最初は個別に出現し、やがて主流にな

り、徐々に人間が彼らの動物園で飼育されるようになる。 

・知性的で自己増殖型のロボットがウィルスのように世界の隅々まで広がる。 

・人工知能が人間対機械の戦争を引き起こす。 

・温暖化が進み、世界中で暴走温室効果が起きる 

・宗教的なものや経済格差に影響され起きる政治的な不安定 

・人工知能やその他のハイテクを駆使し、世界を混乱に導くための組織犯罪 

 

B) 社会制度の変化 

・サイバー・ライフ中心の物理的な人間の生活 

・働かないということを許容する文化 

・物質に束縛されない生活が世界的に広まる 

・長生きできる医療。健康に生きられる寿命が長くなる。長老者の精神的な生産性。 

 

C) 技術 

・地域的な再生エネルギー資源、エネルギー均衡（例、パッシブハウス）が主流になる。

電力網を作って大きな中央発電所を建設することはあまり意味がなくなる。 

・3D で作られた食料品、室内アクアポニック 

・バイオ・ミネラル構造 

・みんなが天才になること 

・原子レベルの製造、分子レベルの組み立て 

・人間対機械、機械対機械のインターフェイスが主流になる 

・宇宙開発により制限なくエネルギーや資源を使えるようになる。 

・低温核融合の成功 

・巨大隕石衝突のリスクによってみんなが一致させてこの問題に対応する。その結果、大

きな技術発達があり、長期的な平和がもたらされる。 

 

2) 設問 8.2：多くの専門家が予想しているように、もし未来の人工知能やロボットが 2050

年には富というものが意味をなさない経済を創生するとすれば、富のようなものをどう配

分したらいいのであろうか？簡単にどのようにして達成するのか説明して下さい。 

 

 この質問に関しても、回答は大きく以下の 5 つに分かれるようです。 

 

・国家による所得配分、富の配分に関するもの 

・株式や資本主義を前提とした富の配分 

・インセンティブを確保しつつ、残りは平等分配 

・人工知能に頼る富の分配（理論的に最上の分配） 

・システムを変え、富の配分が意味の無いものにする。 

 

A) 国家による所得配分、富の配分に関するもの 

・2050 年には労働の 70%は不要になり、低い金額であろうが、適切な、年間保証収入が政

府から均等に支払われる。 

・経済的に国家を豊かにするとか経済的に国家が生き延びていくといったことではなく、
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人々が生活していけることを目的として、最低保証収入が消費税収入、自動化技術、炭

素税、インターネット利用料金、ロボットの労働などの収入の中から支払われる。 

・スイスが今検討しているもののように、無料あるいは低価格で、保健・医療サービス、

エネルギー、（極めて若い年代から極めて老年に至るまでの）教育、水、輸送・交通、通

信、住宅産業、食料、3D プリンター、その他の自家営業的な事業への投資と参加を組み

合わせたものが基本収入になる。 

 

B) 株式や資本主義を前提とした富の配分 

・民間企業、資本家、そして社会という要素を組み合わせた次の 3 つになる。a) 民間企業

も公益企業も、（会社の所有者や発明家）などの人の稼げる利益を登録された金額に制限

する。b) 富裕層への課税、包括累進課税、c) 全ての会社に従業員の持ち株制を導入し、

会社を従業員のものにするが、授業員は約 10 名程度。 

・労働者が会社とロボット、ロボットの労働で得た収入を分け合う。 

・2050 年でも今日と同じような富の配分が行われているであろう。所得税、事業税といっ

たものが政府の歳入になる。現行の制度は何十年もかけて完成されてきたものなので、

そう簡単に放棄できるとは思えない。新しい状況になるべく適応していくのだろうが、

インセンティブや進歩といったものを、2050年になっても人間は必要としているだろう。 

・国は慈善を行う機関ではない。各自は自分の取り分を確保し、その上で多分開発支援と

していくばくかを提供するであろう。しかし、利益が均等に分配されるなどということ

を期待すべきではない。 

 

C) インセンティブを確保しつつ、残りは平等分配 

・個人で人類の状況を改善するような成果を出した人にはしかるべき利益を当たえる。集

団的便益を作り出した人にもしかるべき利益を与える。富を創生した人には富の配当を

与える。残りは、所有者であろうが、株主であろうが、配分者であろうが区別なく均等

配分する。 

・ある程度の利益は会社を創設した株主に配賦するとしても、残りは社会に配賦する。 

・仕事に対するインセンティブは必要なのでそれを確保しつつ、国民総生産を国民全員に

分配する。 

 

D) 人工知能に頼る富の分配（理論的に最上の分配） 

・グローバル・ネットワークや人工知能が、ビック。データの分析や直接投票などを基に、

最適な富の配分を行う。 

・賢い契約、人工知能、仲間に限定したもの、（ビットコンのような）ブロック・チェーン

形式の財務システムが個人のディバイスに繋がれば、所得格差から生じる問題を解消で

きる。 

 

E) システムを変え、富の平等配分を不必要にする 

・リスクを取ることで得られる報酬が魅力的でオペラント条件付けになって金儲けに邁進

するというようなことが起きなく、費用対効果が明確であれば、機械が機械文明を作る

のではないかという人間側の懸念が無くなるのではないか。 

・高い生産性や創造性を持った個人や企業に対し高い税金を課すと技術そのものの進歩が

無くなるが、貧困が無くなり、食料や住居がみんなに行きわたるようになる。 

 

3) 設問 8.3 経済システムはどう変わり始めるのか？ 

 

・国家主体で公平な富の配分を実施するようになるという意見 

・移行によってユートピア的経済システムが生成されるとする意見 
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・異なった通貨・金融システムが出現する 

・破壊と混乱 

・経済システムではなく社会システムという意見 

など、さまざまな意見があります。通貨に関し、大きくは、グローバルな（バーチャル的

なものも含め）コインや通貨システムが出現するという意見と、ローカライズし、ローカ

ル・コインや（通貨を必要としない、例えば互助のような）仲間だけの経済関係になると

いう意見に分かれるようです。 

 資本主義に関しては、資本主義的な原理で富の分配を行う経済システムは無くなり、公

平に富の分配を行う社会システムや、富の分配というものが意味を持たなくなる社会シス

テムに移行するという意見があります。 

 

 今回の研究会の参加者のコメントでは、最後の、経済システムではなく社会システムの

問題であるという意見を支持するものが多くありました。確かに社会システムが変ってし

まったならば、経済システムも変わってしまうので、その意味ではこの質問は的外れかも

知れません。しかし、回答は、富の分配が公平な世界、あるいはお金が不要な社会の実現、

あるいは、ソフトランディングとハードランディングとに係らず、そのような社会実現に

最終的に移行するような経済システムの破壊を主張していると読み解くことができます。 

 

A) 国家主体で公平な富の配分を実施するようになるという意見 

・どこかの国が全国民に対し基本収入という制度を適用し、他の国がそれに続く。 

・不足の配分に変わって富の配分が行われるようになる。 

 

B) 移行によってユートピア的経済システムが生成されるとする意見 

・資本主義で貨幣による関係から協力的で仲間同志の経済関係に変わっていく。 

・大衆は自給生活に移行し、自由企業で基本的な生活水準維持のための生産を行い、若干

の余剰生産を産み出し、各個人の自活を保証するような、義務的な仕事を行うといった

最小限の「責任」しか負わなくてよいので、自由に意見を言い、大きな創造を行うこと

になる。 

・もし 10%の人々が全体（100%)の人類を維持できる生産を行うようになり、残りの 90%の

人々は生きるための苦役から解放され、新しい製品やサービス、発明や創造に集中する

ようになる。 

・持続的な資本主義といったものが現れ、新しい関係、リサイクリング、人間と地球の双

方の利益を考えた経済といったものが出現する。 

・商品やサービスの費用を下げるということは、みんなの所得水準を上げるということと

同じ。オートメーションによる生産を高めることで、人間の活動は楽しみとか創造の追

及などの自己実現に向かっていく。技術が改善されれば、エコロジー・システムが回復

され、もっとラディカルで強力な技術が普及し、増加し、地球だけではなく、まだ未知

の開拓分野を切り開いていく。 

 

C) 異なった通貨・金融システムが出現する 

・クリプトコイン、キャッシュレス、など一般的通貨ではない通貨や、ハイパー・コネク

ションの世界経済がグローバル経済として出現する。 

・グローバルな銀行がどんどん危機に陥り、独立系のデジタル通貨が創生され、そちらに

徐々に信用が移行していく。 

 

D) 破壊と混乱 

・革命によって、あるいは民主的な方法による変化によって経済は変わるのだろうが、一

番ありそうなことは、次に、あるいはその後に続いて 2 つか 3 つ、大きな破局が訪れる
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までは何も変わらない。 

・現行のシステムが崩壊するのを待つこともできるし、それとも社会蜂起や混乱を防止す

るために今ソーシャル・ネット（社会保障）を構築することもできる。 

・富が人口のトップ1%に集中するが、大衆の圧力や政府の崩壊などで大衆は自己組織化し、

地域での食料自給、サービス自給、地域通貨の流通などが起き、経済システムは地域化

する。 

・人々が、「生活のために労働する」ということをもうしなくとも良くなった時、企業の力

が失われる。（企業や資本主義の崩壊） 

 

E) 経済システムではなく社会システムという意見 

・経済システムはすでに変わってきている。むしろ政治システムが変わる必要がある。 

・ネットワーク社会がもっと広まり、階層的な社会システムが分散化されたものとなる。 

・参加型の民主主義、環境保護、調査や創造、全ての人が全ての人に社会責任を負わなけ

ればならないという風潮が高まる。 

・大衆の圧力、大きな視野を持つ候補者を選ぶ、電子選挙で投票する。 

・税制が変わり、生産性に対する報酬という関係が変わっていく。 

 

(9) 2050 への移行シナリオ： 

質問 9：今日と 2050 年を繋ぐシナリオにはどのようなものがあり、何が主軸になり何が今

日と 2050 を繋ぐものとなるか？主軸やリンクする要素の因果関係と何を今決断しなければ

ならないかも記載して下さい？ 

 

1) 2050 への移行シナリオ 

設問 9.1：2050 年の仕事と技術の変動に関し、どのようなシナリオが基軸となり、どのよう

な仮定のもとに最も起こりそうなシナリオが起きるのか？ 

 

表 3-7：2050 への移行シナリオ 

 
 

 シナリオなので、最低、うまくいく場合、このまま推移していった場合、悪くなる場合

の 3 種類のケースを考えます。従って、回答は「○○が改善する、悪化する」といった表

現になっています。回答を見ると、機械が人間にとって代わる、人工知能が人間に災難を

もたらすというシナリオよりも、人間性に関するシナリオを支持する人が多いことが分か

ります。このことから、楽観主義、悲観主義は別として、いかに、将来的に人間性を維持

する、あるいはよりよい人間性を中心とした世界を形成するかが重要と考えている人が多

いことが示唆されます。 

 

 以下、いくつかのシナリオ設定に対するコメントです。 

 

 

主なシナリオ 支持数

人間性（健康、生活水準の保証、きれいな自然環境など）が

高まる、悪化する

111

技術統合により富の生産が高まる、低下する 83

失業者が多くなる、減少する 77

人間の知能技術の増大 74

最低収入保証導入計画が策定される、策定されない 59

人工知能が災難を引き起こす、引き起こさない 44

その他 13
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A) 人間性シナリオに対して： 

・経済的非連携、あるいは対象外になる（opting out）という現象を考慮する必要がある。

例えば、本当にそのコミュニティは世界経済から完全に離脱することを選択したのだろ

うか、それとも状況的にそうなってしまったのだろうか？超地域化（鎖国化）、自治コミ

ュニティ、といったものは、ハイテク化された修道院のようなものになるのだろうが、

いろんな規模や形態が生まれ、都市的なものから近所同士が単に寄り集まっただけのよ

うなものまである。 

・ここに挙げられたもの以外のものも考慮すべきである。政府が過酷に介入してくると言

う事態を最も恐れている。 

 

B) 人工知能が災難をもたらすというシナリオに対して： 

・一般的な人工知能に関するシナリオは、全てを受け入れるか、全く受け入れないかとい

うもので、破局的なダメージをもたらすか、それとも信じられないくらいにブームにな

るかで、その中間というものをあまり考えていないように感じられる。 

・地勢社会軸、あるいは社会的な許容という基軸で考える必要がある。極端なものとして、

人工知能、ロボティック、モノのインターネットなどによる利便を、圧倒的に世界が受

け入れるということもあれば、圧倒的に拒絶するということもあり、大衆は、そういっ

た技術を使うことでコントロールが失われるので、そのためもの激しく嫌悪し、そうい

ったものを破壊するということも起きうる。 

 

2) シナリオのテーマ 

設問 9.2：現在はまだ分かっていないが、未来の世界的技術の変動をどう構築していくかを

表現する、2050 年のシナリオとしてどのようなテーマ、焦点、題がふさわしいか。そして、

1=あまりふさわしくないから、5=最もふさわしいまでの 5 段階評価を行って下さい。 

 

表 3-8：シナリオのテーマ 

 
 

先の未来シナリオの再確認のようなものですが、経済や社会のしくみよりも、人間性を

確保する世の中の構築を支持する人が多いことが再確認されます。このことから、2050 年

の未来において、いかに機械や技術が人間の生活に係り合いを持つようになろうとも、人

間性を確保し、保障するような世の中を保ち、構築する必要があると考えている人が、こ

の調査に協力してくれた人には多いことが分かります。以下、テーマ（どのような世の中

にすべきか）へのコメントです。 

 

A) 人間性に関するコメント 

・われわれの、仕事と人間性に関する考え方が変わってくるであろう。シンボリックな社

会や機械の人間的な要因といったものが現れてくる。 

・人工知能、ロボティック、モノのインターネットなど利便性をどれだけ世界が受け入れ

るか、あるいは、それを拒否する文化や宗教がどれだけ広がるかであろう。また、人間

テーマ 支持数

人間的な豊かさ2050 3.97

その他（下記） 3.9

新経済2050 3.74

2050の成功：仕事が無くなる以上に創生される 3.21

人間性が仕事の性質を大きく変える 3.12

生存のため、食料のたえの家庭、コミュニティ生産、バーター取引 3.08

50%が長期的な失業という構造の2050年 3.03

ハイテク、地方自治、多量の地方への移住 2.76
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はどれだけ全部の人生を人工知能やロボットにゆだね、信用するかであろう。 

・人類は宇宙工業といった、宇宙開発で大きな進展を成し遂げ、地球と人類の両方が利便

を得るような文明最適化を行う。 

 

B) 経済や社会に関するコメント 

・第一級の生活水準、生産性向上、高齢化などのことで人類は、今の 2 倍も 3 倍も争うこ

とになるのではないか。 

・2050 年に、人々は政治をどう司るかが問題であろう。 

・仲間内の貨幣はニュートラルな役割しか持たない経済が出現する。 

・どこも 50%近くの失業率になるという事態になれば、社会は破局し、長い暗黒時代とな

る。 

 

C) 未来学的なコメント 

・人類は宇宙工業といった、宇宙開発で大きな進展を成し遂げ、地球と人類の両方が利便

を得るような文明最適化を行う。 

 

3) 設問 9.3：そういったシナリオでは何が重要で、その何を読み解き、何を共有すべきか。 

 

・人間性に関するシナリオへのコメント 

・未来の経済や社会、社会制度へのコメント 

の 2 つに集約されます。それぞれに対するコメントです。 

 

A) 人間性に関するシナリオへのコメント 

・違った文脈にも、違ったスコープやレベルの違い（世界的、マクロ的、中間的、ミクロ

的）にも適応でき、ロードマップ（道筋、計画）を持っている事。 

・個人の発展や成長という考え方。自分達の子供の仕事や職業に関するシナリオを見せる。 

・失業、就業とか新しい仕事の目的とかではなく、新しい概念や考え。 

・マズローの法則での健康な生活を送りたいという人々の願い。 

・現在の人間の性格、欲望、希望、恐れといったものとの関係。 

・階層化、中央集権化、独占化、部族主義といった社会問題の要因となっているものに対

する心理的、社会的な変動。さらには、変化への抵抗、グループ特有の考え方、個人と

して特化することへの恐れ。 

・技術変化と価値の相互作用と社会が自分をどう捉えているか。 

・人間の生活（労働とレジャー）への技術の影響をどう評価し、何を期待するか。特に、

潜在的なリスク、望ましくない状況、望ましくない条件といったものを特定し今できる

ことを提言する。 

 

B) 未来の経済や社会、社会制度へのコメント 

・財務的な保証 

・今日から明日へ変わっていくためのロードマップ（道筋、計画）とそれに必要な投資。 

・失業、収入格差、技術による仕事の置換、古典的な経済などの根本的な概念にチャレン

ジすること 

・人工知能や新しい技術が人間の置かれている状況や自然環境の品質を改善するロードマ

ップ（道筋、計画） 

・実際に起きることとの関係や、まだ開発されていないイノベーションンとの関係。 

・情報社会について、考え、概念化するためのツール。 

・未来の急速に増大する技術と、技術市場における変動 

 

 質問 10 は、この調査に関するコメントですので、ここでは省略します。このような調査
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のまだ生に近いデータを取り上げた報告書を見ると、同じことが何度も繰り返されている

ことが目立ちます。また、漏れている事項もいくつか想定されます。回答者のレベルや意

識も揃っていないので、ピントが外れたコメントになっているものもあります。論理的思

考で帰結したのではなく、思いつきのコメントも見られます。この調査報告書ではまだ第 1

回の調査を実施し、それを、集計値に注目するのではなく、そこからいろんな意見やコメ

ントの分野、指示している方向性を探っているだけです。GFI の方では、今後、この調査を

基に、第 2 回目、第 3 回目の調査を行い、まとめ、さらには質問 9 にあったような未来シ

ナリオなどにまとめる、そして提言などを行っていく予定だそうです。 

 

これは途中経過の報告書であるとは言え、それでも、何となく、科学技術、特に AI やロ

ボティックの進歩によって人間の労働が代替されていく中での将来像が見えてきているよ

うに思えます。次の節では、私なりにこの調査をまとめ、私のコメントを追加します。 

 

4. 調査から見えてくる、調査から見えてくる、調査から見えてくる、調査から見えてくる、2050 年の技術と人の世界年の技術と人の世界年の技術と人の世界年の技術と人の世界 

 必ずしも全ての回答者が未来学をベースにした思考によって未来を予測したわけではな

いので、回答のレベルのばらつきが大きいという印象を持たれたかもしれません。一応、

大恐慌のようなカオスが起きるとか、それによって現在の社会・経済システムが大きく変

わるといったことを想定しないで、現在の社会・経済システムが続いていく中で科学技術

の進歩による影響のみを考えて将来予想を行って欲しいという趣旨での未来予想です。 

 参加者の星野先生からは、未来予想は、何が起きるか分からないものを予想するのだか

ら何も制約条件を付けるべきではなく、起こると考えられる全ての要素を考えて行うべき

というコメントがありましたが、この調査では、そうなると、2050 年より前に金融恐慌や

エネルギー危機、地球温暖化による被害などが起き、2050 年にバラ色になる世界のような

ものを描けないということで制約条件が付いているものと思われます。 

 

 回答者の意見からは、パラダイスかそれともカオスかという 2 つの未来像と、パラダイ

スを構築するにしろ、カオスで人類滅亡に向かうにしろ、人間性をどう確保し構築するか

が重要であるという意見に集約されるように思われます。 

 

(1) パラダイスの出現：パラダイスの出現：パラダイスの出現：パラダイスの出現： 

 パラダイス的世界として、機械が人間に奉仕し、人間は稼ぐために働かなくともよく、

興味を持ったことを追究できるパラダイス世界が出現することが考えられます。言わば、

古代ギリシャ、ローマ時代のような、奴隷が働き、主人は好きなことをして暮らす世界の

出現で、全ての人間には、生活に必要な食料や衣服、住居が提供される、あるいは、必要

な生活費が支給されます。福祉や生活保護がいきわたり、生活に困らなく、さらには、す

べては無料か極めて低額の金がいらない世界が出現するという意見があります。人間は生

きるためには働かなければならないという宿命から解放され、そのことで創造の世界的ル

ネッサンスを実現するのでパラダイス的世界の実現というように名付けました。 

 

 もっとも、インセンティブを残すために、富や所得が残るが、会社や功績を行った個人

への成功報酬以外は公平に分けられるというシステムも考えられています。GFI の長期シナ

リオでも、ロボット文明の出現が 2050 年頃にあるというものがあるのですが、このシナリ

オでは、それは長続きしなく、21 世紀末にはそのようなロボット文明は廃れると考えてい

ます。 

 

 このパラダイスの出現は、実態社会と仮想社会で考える予想があり、実態社会でも、グ

ローバルで考える社会とローカルで考える社会があるように思えます。地球温暖化のよう

なグローバルな問題はグローバルで対応しないとならないので、例えば、価値の交換や集
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約のようなものが必要とすれば、このグローバルな世界では、仮想通貨のようなもので価

値だけを伝える世界が生成されます。これに関し、池田先生からのコメントで、現在の国

連などの国際機関は、加盟国から提供された資金で組織を運営しているので、加盟国が国

連の政策や主張に反対し、運営金を拠出しないと困ることになり、グローバルに運営金を

集める一つのやり方として、グルーバル・コインが検討されているそうです。 

 

 ただ、パラダイスになるといっても、ローカルな世界に立脚しないと実態が持てないは

ずなので、ローカル・カレンシーの世界、あるいは、貨幣のやり取りではなく、コミュニ

ティ内の暗黙の恩義や労働、奉仕などの貸し借りといった仲間うちの価値交換に立脚する

ようなユートピア社会も考えられます。これは、ある意味で、里山的世界や古い日本の村

落社会に戻るといった側面もあります。完全に近い自給自足まで考えているわけではない

のですが、かなりの部分が地域内で完結するような、地域を中心とした社会や世界も考え

られます。理想的な状態の比喩にしている社会としての古代ギリシャ世界が、都市国家の

単位でまとまっていたことを考慮すると、グローバルで単一な社会ではなく、ローカルで

しかし、ゆるくグローバルになっている社会が想定されます。 

 

仮想世界でパラダイスを実現するという考え方もあり、人間はバーチャルに生き、実態

世界は機械が支えてくれるといった世界も考えられます。 

 

 古代ギリシャ、ローマ時代のようなものをパラダイスと考えられるかどうかは別として、

このパラダイスを実現させるためには、前提条件として、以前に説明した人類への課題を

解決しておく必要があると思います。人類への課題とは、 

－地球温暖化、環境破壊 

－人口と食料（人口が増えすぎ、食料が不足し、かつ食料の配賦が不平等） 

－エネルギー（化石エネルギーが枯渇化する中で環境に優しい新エネルギーにどう置換し

ていくか？） 

－人権（人間の尊厳、自由、平等などをどう守るか？） 

－平和、安全、治安 

－教育 

といったものですが、そうでないと、パラダイス実現はまず不可能で、カオス・シナリオ

が成立する可能性の方がはるかに高いでしょう。 

 

(2) カオス 

 意見としてはこちらの方が多いようですが、人工知能やロボットが人間の仕事を奪う世

界が実現し、人工知能が暴発し、人間社会にカオスをもたらすとか、人間にはやることが

なく、しかし、生活費を稼ぐために働きたくとも働き口がない世界というカオスが予想さ

れます。これにもいろんなバージョンが考えられます。一部の人が技術の進歩の享受を受

け、残りは貧しいままの世界で、このことから、暴動や混乱が起こり、その淘汰を経て、

ローカルで自給自足的な世界に移行するということもあるでしょう。あるいは、人工知能

の暴走で、従来の社会・経済システムが崩壊し、その後、混乱や困窮といった状態を経て、

ローカルな世界に移行せざるを得なくなると思います。 

 

 2050 年ぐらいであれば、貧困国で安い生産コストで労働する方が機械に生産させるより

も安いので、貧困国で仕事が増えるというシナリオもありうるでしょう。しかし、先進国

では技術者も含め、かなりの労働が機械に代替されるでしょう。 

 

 私自身は、2040～2050 年には、増える世界人口に耐えられず、食料やエネルギーを巡っ

て紛争が起き、そのため社会基盤が破壊され、カオス的な世界に移行するのではないかと



23 

 

考えています。そのようなカオス的な世界の後にまで生き延びた人類は、ローカルなコミ

ュニティを作り、自給自足的な生活に移行すると思います。その時にはエネルギーは枯渇

し、大量輸送手段が無いので、あまり大きな交易はなく、大規模破壊兵器といったものも

作れなくなると思います。とは言え、征服によって大規模な収奪構造を構築しようと考え

る人は必ず存在しますので、そのことにどう対応するかが、コミュニティ生き残りのポイ

ントになるでしょう。古代にたどった歴史が再開されそうです。 

 

B)人間性の確保 

 パラダイス的なシナリオであろうと、カオス的シナリオであろうと、人間性をどう保つ

か、構築するかが重要なポイントになると考えられています。パラダイス的シナリオでは、

より人間性が追及され、生活が保障された環境で、人間がやることは人間性や芸術、環境

との調和といったことが中心になるであろうでしょう。このような環境の中で、もちろん、

科学も追及されるでしょうが、必要性に迫られないと技術があまり進歩しないとしたら、

技術的進歩はそれほど著しくないかも知れません。 

 

カオス的シナリオでは、悲惨さを緩和するために人間性の確保や構築が重要で、これを

失うと、カオス状態での被害がひどくなるでしょう。急激に人間性が消滅した中で社会シ

ステムが崩壊してカオス的になってしまうと難しいのですが、自給自足的なローカル・コ

ミュニティへの移行も含め、緩やかな移行であれば、 

 

－福祉、最低収入保障 

－所得の公平配分 

－物の価格が安くなり、貨幣がだんだん不要になっていく 

－しかし、自給自足的でローカルなコミュニティを中心とした社会に移行していく 

 

といった時期を経ながら 2050 年に向けてソフトランディングしていくことが可能で、従っ

て、経済的な意味での人間性の確保は、うまく行えば可能であると思います。経済的な意

味で言われる人間性（経済的に尊厳を持って生きられる、収奪しなくとも生きられる）以

外の意味での人間性（人類愛、慈愛など）については、必要であることは分かりますが、

それ以上は良く分かりません。 

 

 図 4-1 は、かなり以前に紹介した荒っぽい私のモデルです。このモデルでは、利用できる

淡水の水の制約、温暖化による耕地面積の減少、化石エネルギー不足による食料流通の疎

外、紛争により、社会インフラが破壊され、都市化している人口が徐々に困難に陥って減

少していくとしています。すると、地球が養えるのは、2050 年で 100 億人が限度で、あと

は、何かのきっかけで直ぐに社会インフラが破壊され、人口が大幅に減少していくという

計算結果になってしまいます。なかなか、人口が 100 億人を超え、2100 年で 200 億人にな

るという結果を計算しにくいと思っています。 

 

このままだと 2050 年には人口が 100 億人を超えてしまいかねないのですが、すでに人口

は十分多すぎ、それを維持するためには、 

－肉食を止めて菜食主義になる 

－もっと生産性のよい農業（高収獲） 

－飽食を止める 

－森林を無くして、もっと農地を増やす 

でもしない限り、こんなには人口を養えないと思っています。 
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図 4-1：2050 年後の人口を予測するために使ったモデルとシミュレーション結果 

 

 
 

森林をほとんどなくして、農地にしてしまう、菜食主義者になる、といったことをすれ

ば、100 億を超えても人口を養えますが、そのようなことになる前に、食料を巡る紛争が起

きると思います。なお、食料を巡る紛争は、飢餓といった現象よりも、むしろ形を変えて、

水を巡る紛争、貧困、所得格差や差別に対する反発といった形になり、明確に食料を巡る

紛争とはならないでしょう。しかし、食べていけない、生活できないということから紛争

が発生していきます。 

 

池田先生からコメントで、飢餓と失業率、失業率と紛争との関連が統計的に見出しにく

いという指摘がありました。私のモデルでは、必要なエネルギー量（食料）を基に、それ

を生産する耕地面積から飢餓の度合を判断し、ある値を下回ったら紛争になる確率が高く

なるとしています。ただ、このモデルでは世界を平均的に見ていて、国民性、民族性など

の差を考慮していません。実態は黒や白の混じった混合体であり、黒や白のスポット毎に

個々にシミュレーションし、それを総合したものでは、このような平均だけで計算したも

のと結果が大きく異なってくることがあります。また、私のこのモデルはかなり荒っぽく、

パラメーターの感度で大きく計算結果が変動してしまいます。ここでの私の主張は、厳密

なシミュレーション結果を踏まえたものではありません。 
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5. 参加者からのコメント参加者からのコメント参加者からのコメント参加者からのコメント 

 星野先生からは、すでにインターネットなどの電子取引を中心にしたビジネスが、従来

型のビジネスを奪い、ここで述べた技術が人間の仕事を奪っているということの米国及び

日本におけるデータ及び情報の紹介がありました。米国では、インターネットによる電子

購入、宅配で商品が配達されるしくみが普及し、小売店で商品が売れなくなり、モールに

出店していた小売店がどんどん撤退し、さらにはモールも閉鎖されるという事態が進んで

います。宅配の配送にしても、自動運転が進み、やがて自動運転化され、ドライバーの仕

事を奪おうとしています。このように、眼に見える形で確実に、すでに技術が人間の仕事

を奪っているとのことでした。また、米国の弁護士事務所や会計事務所では AI を導入し、

会計事務所では不正が行われていないかの監査に AI が使われているそうです。人間にしか

できないと従来考えられてきたこのようなプロフェッショナルの仕事も着実に AI に奪われ

ています。また、株式やコモディティのトレードにはすでに電算機が使われているのです

が、そこでのトレーダーや保険などのアナリストも AI に置きかえられ、彼らの仕事がどん

どん奪われているそうです。 

 

 犬塚先生から、東大ロボが多くの大学の入試試験をパスできる知能を備えるようになっ

たことを挙げ、1980 年代に実施された第 5 世代コンピュータ・プロジェクトで不可能と思

われた電算機による言語処理がここ 5 年で可能になり、急速に進んでいることが指摘され

ました。また、東大の生物学系の院生が、東大ロボが十分解けなかったという東大の国語

の入試問題を解いてみて、意味が分からなくとも解ける問題、いわゆる論理的な処理だけ

で解ける問題だということを発見したそうです。多くの他の大学の国語の入試問題も意味

が分からなくとも解ける問題、いわゆる論理的な処理だけで解ける問題で、そんな問題が

解けない人間の今の高校生はどうなっているのだという話になったそうです。また、論理

的な処理だけで解ける問題であれば、AI で十分処理できるようになるのは時間の問題だそ

うです。また、初等・中等教育では、標準化された教材を使い標準化された教え方がなさ

れているので、それであればムラのない AI の方が絶対にうまく子供に教えられ、教師とい

う職も AI に置き換えられます。初等・中等教育の教師が AI や電算機（電算機を使った教

育や学習システム）によって職を奪われていないのは、単に制度によって守られているか

らだけということでした。 

 

 さらに、先の GFI の調査の中に、教育が失業を防止できるという回答者の意見がありま

したが、ある研究者が調査した所、教育が進んでも就職とは関係ないという結果になった

そうです。開発途上国で盛んに教育の充実が進んでいます。しかし、いくら教育が進んで

も、製品は先進国の技術を使って作られ、富は先進国に、そして、それを生み出す技術者

は先進国で雇用され、開発途上国ではせっかく高等教育を受けてもあまり技術開発のため

には雇用されなく、高い給与を得られる仕事にはつけません。 

 

 また、餓死者に関し、日本でも出現するようになったことを指摘されました。貧困者に

関し、西洋諸国では教会システムと国家システムがうまく機能し、教会を使って食料クー

ポンという形で食料が配給されています。しかし、日本ではこのようなしくみが無く、大

手スーパー・チェーンが、CSR 目的も兼ねて、廃棄予定の賞味期限切れの食材を提供しよ

うとしても、なかなかうまくいかないそうです。また、高齢貧困者などで、医療費や介護

費の自己負担があるため、貧困のために介護システムをうまく活用できなく、病気が深刻

化し、治療もできなく、餓死する老人が増えています。 

 

 神出先生からは、還流文明は、ここで示したようなアプローチではなく、科学の限界性

などを基にしたアプローチで、来るべき世界のことを考えられるのではないかというコメ

ントがありました。また、インドでの牛を中心にした生活などやり方次第では、中国もイ
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ンドももっと人口を養え、世界人口が 100 億人を超えても十分大丈夫ではないかという意

見が出されました。 
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