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図 1に示すように AIシステムに
も AIシステムが動作するコンテク
ストがある。AIシステムがコンテ
クストと相互作用する境界が AIシ
ステム境界である。AIシステムが
導入されるあらゆるコンテクストを
想定できないからある開発環境のコ
ンテクストで AIシステムが開発さ
れる。したがって AIシステム開発
時のコンテクストと、AIシステム
導入時のコンテクストの不適合があ
れば、AIシステムは故障する。新
たなコンテクストに適応するために
は、そのコンテクストに適合する機
能拡張が AIシステムに求められる。

アマゾンが AIを活用した人材採
用システムの運用を断念した [1]。

アマゾンでは、これまでの 10年間
に提出された履歴書のパターンを学
習させた結果、AIシステムが男性
を採用するのが好ましいと認識する
ことになった。この理由は技術職の
ほとんどが男性からの応募だったこ
とにある。このため、AIを活用し
た人材採用システムの採用をアマゾ
ンは断念した。
うまく動かない AIのことを「ポ
ンコツ AI」と呼ぶそうだ [2]。「ポン
コツ AI」の症状として、定番のわ
ずかな種類しか予測できない需要予
測システムや、新しい製品が出ると
価格が当たらなくなる価格予測シス
テムが紹介されている。「ポンコツ
AI」が生まれる原因は、適切で十分
な学習データがないからだ。AIだ
から精度の高い需要予測ができるは
ずだというのは幻想でしかない。

これらの例はいずれも、過
去のデータに基づいて将来を
予測する機械学習型 AIの本
質的な限界だ。十分な学習
データが用意できないのであ
れば、最初からそのような業
務分野に AIシステムを導入
すべきではないことに気づく
べきだろう。

ヒト型ロボット「Pepper（ペッ
パー）」の法人向け導入が 2015年
10月にはじまってから 3年が経過
した。日経 xTECHによれば、ペッ
パーのレンタル契約（3年）の更改
を予定する企業が 15％にとどまる
とのことだ [3]。更新契約を解約す
る理由は、コスト（月額約 5万 5
千円）、効果（機能）、故障だそうだ。
コストと効果は表裏一体だ。85％
の企業にとって、ペッパーには、費
用に見合うだけの機能がなかったと
いうことだ。
企業によるロボット導入では多様
な利用環境に個別に適応する必要が
ある。そのためには、新たな機能開
発やカスタマイズがロボットに必要
になるのは当然である。あらゆる環
境に適応できる機能を備えた万能な
ロボットなど、最初からいるはずが
ない。
また、故障の原因については、カ
メラや赤外線センサー、ジャイロセ
ンサー、タッチセンサー、ソナー、
マイクなどの多くの装置を内蔵して
いることが考えられる。多くの装置
を持つほど、故障発生確率が高くな
る。さらに、これらのセンサー信号
を制御するソフトウェアが現場環境
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に対応できていない可能性もある。
たとえば、赤外線センサーは太陽光
による温度変化などの影響で誤作動
する可能性がある。センサーがどの
ような範囲であればペッパーが適切
に動作できるかという境界条件を確
認しておく必要がある。センサーの
境界条件が明示されたとしても、次
の問題は、動作環境に応じて境界条
件を拡張できるように制御ソフト
ウェアを拡充するための新たな開発
が必要になることだ。
　

機械学習では、どんな根拠で判断
にいたったのかを論理的に説明でき
ないという「ブラックボックス問題」
がある [4][5]。このため、意思決定の
根拠を説明できる XAI（eXplainable 

AI、説明可能な AI）が必要になって
いる。
たとえば、社会保障制度の利用申
請で、AIシステムが申請者の条件
を自動判定して、審査請求を却下し
たとしよう。このとき、却下理由を
問い合わせても、理由を説明できな
いのでは、申請者は納得できないだ
ろう。一方で、説明可能AIに対して、
人間でも意思決定理由を説明できな
いことが多いという反論もある [6]。
しかし社会的に広く利用されるシス
テムでは説明責任が求められるのは
当然だ。「AIシステムが自動判定し
たからわからない」ということでは
社会的に許されない。
たとえば、2018年 5月に施行さ

れた欧州連合（EU）の一般データ
保 護 規 則（GDPR, General Data 

Protection Regulation）では、ユー
ザの「説明を受ける権利」が確立さ

ば、2台の自動運転車が対向するよ
うにして同じ道路を走行していると
ころに、新たに緊急車両が侵入した
場合、自動運転車間で緊急車両への
対応についての意思決定結果が事故
に繋がらないようにしなければ安全
とは言えない。通常の自動車は運転
者が日本の道路交通法を遵守する必
要がある。自動運転システムについ
ても、対向車の挙動を考慮して、道
路交通法に基づく緊急車両を考慮し
た意思決定が求められる。

　
AIシステムには、上述したように、

学習の限界、適応性の限界、説明可
能性の限界、相互運用性の限界があ
る。したがって、AIシステムの導入
を成功させるためには、これらの限
界を克服するために、AIシステムの
境界を明らかにするとともに、コン
テクスト（利用環境）への適応策を
考慮する必要がある。

まとめ

れた。GDPRでは、アルゴリズムが
ユーザについて下した決定につい
て、ユーザが説明を求めることがで
きる。したがって、GDPRの下では、
AIシステムは意思決定結果をユー
ザに説明できなくてはならない。
ユーザに関する法令を遵守する取り
組みが AIシステムにも求められて
いる。
複雑な処理を自動化する AIシス

テムの場合、意思決定結果について
説明するためには、意思決定のプロ
セスを監視する方法も必要になる。
たとえば、自動運転システムでは、
危険な状況では自動運転を中断し
て、運転を代わってもらうように運
転者に通知する。なぜ、自動運転を
中断するのかを説明できなくては、
通知された運転者が適切に対応でき
ない可能性がある。また、自動運転
を中断する原因は多様であるから、
自動運転中止判断の意思決定プロセ
スを明らかにして逐次監視する必要
がある。

個別的に開発された異なる組織の
AIシステムが同じコンテクスト環境
で動作する場合、コンテクスト環境
を共有する AIシステム間で相互接
続性が必要である。また、異なる AI

システムが相互接続するためには意
思決定の透明性が必要である。人間
に対する説明だけではなく、AIシス
テム間での透明性も必要になる。
たとえば、自動運転システムが公
道という共有コンテクスト環境で利
用される場合、自動運転システムを
提供する各社が自動運転の意思決定
方式を公開する必要がある。たとえ

相互運用性の限界
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