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　こんにちは。少し遅い時間になりましたね。予定され

ているパネルディスカッションはエキサイティングなも

のになるでしょうから、どんどん進めるほうが良いで

しょう。素晴らしい受賞者の皆様方とともに本田賞記

念シンポジウムに参加させて頂き、またこの場に立て

ていることを、とても光栄に存じております。

　今日のシンポジウムのテーマは、真に人間性あふれ

る文明はいかにして創ることができるのかということ、
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そしてエコテクノロジーの観点から、現代社会の直面

するいくつかの問題を見直し解決策を探ることです。

　技術革新は歴史的に、私達の生活の質の向上に大き

く貢献してきました。200年前を見てみると、女性は一

日じゅう台所で料理をしていました。それが彼女たち

の仕事の全てでした。そして男性は、一日じゅう田畑で

農業に従事していました。アンダーソン博士の指摘に

よれば、今日私達が毎日の時間の中で労働に費やして

いる時間は20%より少ないのですが、今後10年、もしく

は15年で7%になるだろうと言われています。これは驚

くべきことです。

　技術革新はさまざまな形で起こりますが、その全て

がエコテクノロジーというわけではありません。本田宗

一郎氏の定義とは必ずしも合致しませんが、優れたエ

コテクノロジーと言えそうな発明といえば自動運転車

があり、その実現は間近にせまっています。

　私は1982年から開発に携わっており、私たちは15年

後には実現できると確信していました。私達はゼネラ

ルモーターズ社に赴き、共同で開発を始めないかとも

人間性あふれる文明の創造における技術革新の役割
イノベーション
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ちかけましたが、彼らは「いや、いや、それについてはも

う取り組んでいるんだ。君たちのアイデアで我々をわず

らわせないでくれ」と言いました。それから既に20年

が経過し、彼らはまだ開発に成功していませんが、グー

グルはすでに自動運転車を開発しているのです。ま

た、ホンダが自動運転車の発表を予定しているとも聞

いています。ベストセラー車になることをお祈りしてい

ます。

　しかし残念ながらこの独特な技術は、拡張性や持続

可能性、入手可能性といった要件を必ずしも満たして

いるとは言えません。自動車を保有しているのは世界

人口のわずか15%未満であり、そのうちのどれだけの

人々が自動運転車を購入できるでしょうか。半分ぐらい

でしょうか。その半分の人々にしても、コストが下がる

まで恐らく10年から15年くらいは待たねばならないで

しょう。

　以上、入手可能性についてお話しました。次は持続

可能性についてです。化石燃料車を含むあらゆる自動

車について私達のかかえている公害をはじめとする

様々な問題を鑑みると、本田宗一郎氏の仰っていたよ

うなエコテクノロジーの域に到達しているとは言えま

せん。

　今日私は皆さんに、少なくとも私にとっては魔法のよ

うに思える技術についてお話したいと思います。その技

術によって、地球上のすべての男性・女性・子供にとっ

て真に人間性あふれる社会を実現できるのではないか

と思います。また、あらゆる男性・女性・子供が入手し

やすいかどうかという点についても、確かにそうだ、と

皆さんにご納得いただけるよう努めたいと思います。

　お話するのは、常にあなたと一緒にいて、あなたの

全てを解っていて、どんな人にも適切な情報を適切な

タイミングで提供することができる、「ガーディアン・

エンジェル」という技術の開発についてです。あなたに

とっての適切な情報は、私にとっての適切な情報と同

じではありません。適切な情報を、適切な人々に、適切

なタイミングで提供する必要があるのです。

　もし私達の一人一人が適切な情報を適切な時間枠

で知ることができたら、福島の原発事故や最近の御嶽

山の噴火などの大災害、そして認識可能なあらゆる種

類の災害を回避するための正しい判断を行うことがで

きるのではないかと思います。このプレゼンテーション

を通じて、それは可能であるということ、全ての男性・

女性・子供が入手できるということ、またこれが正真正

銘の魔法の技術であり、本田宗一郎氏のエコテクノロ

ジーの定義にも合致するということを、皆さんにご納得

いただきたいと思います。

　それでは、1978年の本田宗一郎氏のビジョンの定義

をあらためて検討してみましょう。真に人間性あふれる

文明の創造に貢献する、という本田財団のビジョンの

重要性は、35年をへた現在においてもまったく変わっ

ていません。しかしながら過去50年間における技術革

新の加速化を鑑みると、このビジョンを実現するため

に必要な戦略および戦術については、再検討されるこ

とが望ましいと思われます。

　真に人間性あふれる社会を創造するためには、地球

上の人類すべてにとっての基本的ニーズを提供するこ
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わちジェファーソンとマディソンが独立宣言に明記した

ように、「生命、自由、幸福を追求」する権利が存在す

る、ということが決定されました。

　私の場合、なくても生きていける権利は多くありま

す。たとえば、信仰の自由がなくても我慢できるかもし

れません。完全には無理かもしれませんが、ご存知の

ように今日の世界において、宗教は衝突を引き起こす

巨大な源泉のひとつと化しています。本来そうあるべき

ではないのですが。

　例えばイスラム教にはスンニー派とシーア派という二

つの宗派があり、お互いにたえず争いあい、殺戮しあっ

ています。あってはならないことですし、私達に何がで

きるのかも全く分かりませんが、少なくとも奴隷制や

拷問は無くすようにするべきです。

　今日、3,000万人の人々が何らかの形で奴隷のよう

な境遇を受けています。世界奴隷制度指数（Global 

Slavery Index）という指数があります。グーグルで調

べてみればすぐに見つかりますが、それによると、

3,000万人の人々が奴隷的状況下にあります。

　そして残念なことに、米国に50年ほどおりますが私

はインド出身でして、お恥ずかしいのですが、インドは

奴隷的状況下にある人々の数が世界で最も多い国で

す。現代の奴隷制の状況は、昔とは異なります。現代の

奴隷制は契約労働と定義されるもので、負債を抱えた

かなにかの理由で、親が自分の息子や娘を別の家庭に

売り渡し、彼らはそこで20年、30年と働くのです。これ

が今日の奴隷制度です。

　人身売買、そして他にもこのような例があります。こ

ういった情報が収集されていますが、私は子供のころ

には奴隷制の行われている様子を実際に見たことがな

かったので、非常に驚きました。13億の人口を抱える巨

大国家であるインドの一部地域には、教育環境がな

く、人々がいまだに500年前と同じような生活をしてい

る部族地域があります。そこでは紛争解決手段の一つ

として、契約労働が受け容れられているのです。

　ここで私達は、人間性あふれる社会とは何かという

ことを理解し、定義する必要があります。先ほど人間

社会は基本的ニーズを提供し、基本的人権を提供せね

ばならないと申し上げましたが、問題は、本田財団と

私達全員が協力して、どうすればそういう社会を実現

とのできる、拡張性・持続性があり、入手可能な解決

策を創造することを目指さねばなりません。次の点は

非常に重要です。真に人間性あふれる社会は、地球上

のあらゆる人間の基本的ニーズを提供するものです。

　では、地球上のあらゆる人間の基本的ニーズとは何

でしょうか？人間は誰でも水が必要で、エネルギーも

必要、食料も必要ですし、住居も衣服も必要です。もっ

とあげることもできますが、要するにこれらのものは疑

問の余地なく必要です。誰にとっても必要です。すべて

の人類がこれらのニーズを保持することができるよう

努力する限りにおいて、私達は人間性あふれる社会の

実現へと近づいてゆけるのです。

　また、問題は物質的なことだけではありません。い

ま私の言った食料、エネルギー、水、輸送手段その他

様々なものは、いわば原子に基づいた、物理的物質で

す。しかし、情報面における解決策もあります。アン

ダーソン博士がお話されたように、私達が情報を受け

取ると、それには様々な事象や情報経済があります。し

たがって、いわゆる社会のニーズについて見ていく必要

があるのです。

　全ての人間の一連のニーズには、人権に関するもの

もあります。全ての人間は、奴隷制から自由になる権

利があります。全ての人間は、不条理な酷い苦痛から

自由になる権利があります。私は1948年に国連が取り

まとめた全ての人々が有する30の基本的人権に関する

リストを入手し内容を見てみました。

　18世紀と19世紀の主要な哲学的議論において、全

ての人間には奪うことのできない確固たる権利、すな
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　よって、この講演におけるメインテーマは次のように

なります。携帯電話技術が十分に発達した今日におい

ては、台風や津波のような起こりうる災害に関する現

在地に応じた個別の警報を、災害の認知後、もしくは

認知できた後に一人一人がすぐに受け取れるような環

境を想定することが可能である、ということです。

　地球上の全ての人々のためにスマートフォン搭載の

個人用ガーディアン・エンジェルを制作し、届けること

は可能だと思います。ガーディアン・エンジェルは計算

によって未来を予測し、起こりうる危機に関する警告

を、個人的にあなたの耳にささやいてくれます。フェイ

スブック、もしくはガーディアン・エンジェルのソーシャ

ルネットワークは、知っていることは何で、知ることが

できることは何かを発見する目的で交信しあうことが

可能であるということを前提にします。地球上の全ての

人々がガーディアン・エンジェルとフェイスブックを利

用するようになれば、それを発見できるのです。

　ただ一つ、プライバシーの問題があります。私もガー

ディアン・エンジェルに、自分のあらゆる詳細情報につ

いて誰にでも話してもらいたくはありません。しかしこ

れは、間違いなく解決可能な問題です。私達は匿名化

という技術を知っています。どんなものが既に利用可能

であるのかも理解しています。たとえば、東京都内の交

通システムは携帯電話の位置情報によって管理されて

おり、交通渋滞はその位置情報によって認識・予測でき

ます。ですから、私達の問題も解決できるのです。

　それでは、個人向けガーディアン・エンジェルとはど

のようなものかについて、もう少しお話させて下さい。

できるのか、ということです。人間性あふれる社会を創

造するために、私達は何をすることが必要なのでしょ

うか？

　私がお話していることの例をあげれば、台風、地震、

津波、火山は、日本にとっての悩みの種でしょう。どれ

についても、日本という国には多すぎるように思われま

す。日本で最近発生した火山噴火は非常に大規模なも

ので、米国にいる私達も驚きました。

　世界中のどの場所も自然災害による死亡事故や破壊

を免れることはできませんが、その中でも日本はとりわ

け多くの災害を被っているように思います。私がご提案

したいのは、適切な情報を適切な人に適切な時に伝え

られる、ガーディアン・エンジェルという技術を導入す

ることです。そうすることで死亡事故の80%から90%

は防ぐことができると思われますし、こういったことが

この技術によって実現できるのであれば、これこそ人

間性あふれる社会なのではないでしょうか。
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今や、グーグルを使えば中国語でもヒンドゥー語でも、

日本語から好きな言語に翻訳してくれます。完全な翻

訳ではありませんが、メッセージの意味をつかむだけ

なら、ほぼ十分です。それは、数多くの人々から収集し

た文字どおり何十億、何兆という文字データを学習す

ることによって得られます。

　それほどの大量のデータ、いわゆる「ビッグデータ」

があれば、データ分析によってほぼどんなことでも予

測することが可能です。タイピングをしていると、予測

変換が出てきます。これは、単にたった今入力された言

葉に関連する文脈に基づいているのではなく、記憶痕

跡、つまりその言葉の前後の四語〜五語を使い、あな

たがたった今入力したことと照らし合わせて、どのよう

な単語が次に来るのかを予測することができるので

す。予測変換はほとんどの場合、あなたが何かタイプ

する前に出てきます。このように、近年のコンピュー

ターの持っている言語に関する予測能力は、驚くべき

ものです。

　人間性あふれる文明においては、個人向けガーディ

アン・エンジェルによって適切な情報を適切な人々

に、適切な時に、適切な言語で、そして重要なこと

は、適切な媒体で伝えることが可能であるべきです。

なぜなら、全ての人が文字を読めるわけではないから

です。識字能力のない人々は数多くいますし、英語が

わからない人もいます。英語以外の言語がよいユー

ザーもいるわけですから、適切な媒体、すなわち文

章・マルチメディアを用いることは非常に重要と言え

ます。

個人向けガーディアン・エンジェルとは、特定の人物を

護り、案内するという任務を帯びた、バーチャルな分身

です。本人がまだ世界の誰にももらしたことのないよう

な暗い秘密を除いては、その人の全てを知っています。

あなたが誰かに何かを言えば、ガーディアン・エンジェ

ルはそれを知っています。誰にも言ったことがないよう

なことは、ガーディアン・エンジェルも知りません。

　技術的には、個人向けガーディアン・エンジェルと

は、高いスペックを持つ携帯電話の知的エージェント、

すなわちアプリです。ガーディアン・エンジェルは携帯

電話の中に住んでいる訳ではないのですが、タップし

たり起動したりせずとも24時間常に稼働しており、自

律しており指示いらずで、何も尋ねたり話しかけたりし

ないので、あなたを煩わせません。

　ユーザーの癖や好み、命令について、常に学習・適応

しています。個人用ガーディアン・エンジェルは、観

測・分析をおこない、また経験から学習することで得

た知識を、ガーディアン・エンジェルのコミュニティ内

で共有することが期待されています。データや情報源

を自動的に発見することもできます。

　個人用ガーディアン・エンジェルは、人間のユーザー

とコミュニケーションをとらねばなりません。あなたが

誰から何を得たいのかがわかっている場合には、ソー

シャルネットワークの公開／購読システムを利用する

のが適当でしょう。では、誰に聞けば良いのかわからな

い場合は誰に聞きますか？誰を「友人に追加」すれば

良いのかわからない場合はどうしますか？

　こうした問題の技術的な面は解決可能です。フェイ

スブックのような環境下にあるガーディアン・エンジェ

ルは、自らがどんな知識を必要としているかを公表・

決定し相手を「友人」登録することができます。そのた

め、あなたの知っていることだけでなく、将来あなたに

影響を与えるかもしれない他の人々の知識までもを入

手できるようになるのです。

　適切に匿名化されたデータを用いれば、想定されう

るあらゆる状況において、適切で責任ある対応を学習

することができます。システムは勝手に学習してくれま

す。この点は非常に重要です。決して所有者に問いかけ

たりすることはありません。あくまで自分で学習するの

です。そのやり方は間違いなくわかっています。例えば
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　ここで、入手しやすさについて考えてみましょう。な

ぜなら、私は先ほど「全ての人が必ず手に入れられる

ようになるでしょう」と申し上げたからです。私達全員

が享受している道路や公衆衛生のようなインフラを有

する水道システムについて、考えてみたことはおありで

しょうか？ともかくも社会が、公共の利益のためにそう

した基礎的な物が必要だと判断したために、政府は道

路や空港、公衆衛生システムや水供給システムを建設

するのです。

　それに対して、社会が民間部門にあるべきだと判断

した物もあります。電話がその一例です。電話が登場

したとき、それはとても金のかかる技術だからお金持

ちにしか使えないと誰もが言い、公益に供しようとはし

ませんでした。

　いいですか。今日では、あらゆる大人や子供は電話

を必要としていて、コミュニケーションの必要があり、

電話なしではやっていけないのです。従って私達は問

わねばなりません。もし電力や道路、その他のインフラ

を建設することが良いことなら、なぜ政府や社会は、

地球上の全ての人々にスマートフォンを提供しようとし

ないのでしょうか？ましてや、20ドルしかかからないの

だとしたら。

　補足しますと、20ドルという金額は、ほとんどの国に

おいて一人当たり所得の0.1%未満です。米国と日本を

例にとれば 、年間の 一人当たり所 得は両 国ともに

40,000〜50,000ドルです。その1%は500ドルです。

0.1%なら50ドルです。ですから20ドルは、0.1%未満で

す。もしスマートフォンが私が主張しているほど大きな

力をもたせることができるのだとしたら、なぜ私達は、

　情報の詳細さが適切なレベルであることも重要で

す。こうした全てが今日実現可能であることは、すでに

お話しました。私達はこれらの条件を、「適切条件」と

呼んでいます。適切な情報を適切な人々に、適切な時

に適切な言語で、適切な媒体によって、適切なレベル

の精度で。六つの「適切条件」です。

　2020年までに、スマートフォンの価格は20ドルほど

になると予測できます。今の約10%です。これによって

ガーディアン・エンジェルは、拡張可能な技術となりま

す。今日においては、例えばスマートフォンが200〜

300ドルするなどといったコスト面の問題で、世界の約

半分の人々は入手することができません。

　しかしコストが90%下がる2020年までには、あらゆ

る男性・女性・子供は少なくとも16GB、あるいはもっと

多くのクラウド容量をフェイスブック、グーグル、マイク

ロソフトを介して所有できるようになるでしょう。全て

の個人情報を管理するのには十分です。

　情報はあなたの日常の活動を通じて収集され、ガー

ディアン・エンジェルはその情報をクラウド上に保存し

ます。そしてそこで行動パターンを探し、他にも同じ行

動パターンをもつ「友人」はいないか、その行動をとっ

た時、彼らは何をしたのか、と問います。それから予測

を行い、あなたが適切なタイミングにおいて適切な行

動をとれるようにサポートしようとします。

　言語の壁や識字能力の壁については、先ほど触れま

した。持続可能性と入手しやすさは、情報技術のサイ

ズとコストが大幅に減少すれば、自然にもたらされるも

のです。
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テムを作り上げることはできます。彼らがより良いシス

テムを買うことが出来ることが前提ではありますが。

　私がスライドでお見せしたものを信じることができ

なければ、とにかく私のことを信じていただかねばな

りません。ご質問には喜んでお答えしますが、私達は何

の問題もなくその実現のための方法を共に思い描くこ

とができると信じています。

　他の最も大きな問題は、プライバシーです。私の身

体に装着したガーディアン・エンジェルが私の行動の

すべてを知っているとしたら、秘密はなくなってしまう

でしょうか？スマートフォンをオフにする方法はあるの

でしょうか？その方法はないと言わざるを得ません。電

源を切ったとしても緊急事態になれば電源が入り、あ

なたに警告をするでしょう。

　現在の携帯電話はなるべくエネルギー消費を抑えよ

うとするのでこのようなことはできませんが、将来的に

は、それほどエネルギーを消費せずとも5分おきぐらい

に電源が入り、警告システムを作動させられるようにな

るでしょう。

　これが、将来可能な新しい機能になります。私は携

帯電話の製造業者とずっと話し合いをしていて、彼らは

首を横に振っていますが、そのうち必ず実現すると思い

ます。全ての携帯電話やラップトップにはカメラとマイ

クが必要だと私が言っていたときにも彼らは同じ反応

でしたが、実現には10年しかかかりませんでした。

　さて、プライバシーの問題に戻りましょう。ガーディ

アン・エンジェルは、警告や詳しい通知を提供できる

ように、所有者の位置情報を常に把握しています。必

社会は、全ての人々にスマートフォンを提供できないの

でしょうか。

　そういうわけで、ガーディアン・エンジェルを運用す

るには、結局コストが泣き所なのです。まずは全ての

人々が無料で強力なセンサーを備えたスマートフォン

を手にすることができる、と仮定することから始まりま

す。これが非常に重要です。過去15年間のコンピュー

ター科学における大きなイノベーションのひとつは、ス

マートフォンの登場です。それ以前のあらゆるコン

ピューターやラップトップは、計算はできても、セン

サーやアクチベーターを備えていませんでした。今日で

はどのスマートフォンを買っても（サムソンでも、なんで

も構いません）あらゆる種類のセンサーはもちろん、

気圧計までついています。

　センサーはおよそ10種類あり、もっとも重要なのが

位置を感知するGPSです。そしてスマートフォンにはカ

メラやマイクも付いています。15年前にはほとんどのシ

ステムに付いていませんでしたが、どれもガーディア

ン・エンジェルを構成するために必要な要素です。

　コンピューター環境にセンサー機能がなければ計算

しかできず、それではガーディアン・エンジェルを構築

する役には立ちません。ガーディアン・エンジェルは、

あなたに何が起こっているのかを常にモニターしていな

ければならないのです。あなたが何を、どのように行っ

ているのか。そうして得た情報をシステムにどう適合さ

せるのか、それ自体が判断できなければなりません。

　そういう条件を満たすスマートフォンが、50ドルする

としましょう。全種類のセンサーを搭載した、高スペッ

クな スマートフォン が 欲しいからで す。たとえ ば

iPhone 6なら、50ドルはするでしょう。電話の製作

者、サービスの提供者、政府、IT産業など、この技術関

連の受益者は数多くいるわけですから、あらゆる人々

がスマートフォンをもてるように、各々がコストの四分

の一を負担するべきです。

　流通に関すること、その他さまざまな課題がありま

すので、友人のアンダーソン博士に経済モデルを作っ

てもらうよう話し合わねばならないでしょう。そうすれ

ば、人々がデータの改ざんによってシステムを悪用する

ことができなくなります。それは可能です。誰でも所有

でき誰でもアップグレードできるようなより優れたシス
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す。本田財団におかれましては、年に一度コンペティ

ションを主催し、人間の基本的人権・生命・自由・幸福

の追求を護るために、奴隷制度や虐待からの自由を提

供するために、自然災害あるいは人為的災害に対する

安全性を確保するために、食料・エネルギー・水・輸

送・教育等、あらゆる人間社会の基本的ニーズに関す

る、持続性・拡張性があり、経済的に実現可能な解決

策の創造や発見を行っている最も優れた活動を、顕

彰・奨励してはいかがでしょうか。

　一般にガーディアン・エンジェルのコンセプトやシス

テム、解決策は、お見せしたような自然災害のみなら

ず、個人を襲いうるほぼどんな問題にも適用すること

ができます。基本的権利の侵害の可能性を同定した

り、人間性あふれる社会における人類およびすべての

個人の基本的ニーズや権利を確保したりするために用

いることができます。したがってこの技術は、人間性あ

ふれる文明を創造するに際して、最も重要な技術であ

ると考えます。

　御清聴ありがとうございました。

要とあらば、勝手にスマートフォンの電源をオンにでき

なければなりません。ここにおいて、プライバシーの侵

害は発生しません。なぜならガーディアン・エンジェル

の共有する情報は、すでに他の人々に知られているこ

とのみだからです。例えば、サービスプロバイダーはあ

なたがどこにいるのかを知っているわけで、これはす

でに共有位置情報なのです。

　それでは結論に入ります。地球上のあらゆる男性・

女性・子供のために適切な情報を良いタイミングで提

供するガーディアン・エンジェルの技術を創り上げるこ

とにより、人間にとっての予期せぬ驚きをなくし、苦し

みや不幸を減らすことができます。大変なコストがか

かるように思えますが、一人当たり総生産で考えれば、

0.1%未満になります。

　地球上の一人一人の生活のなかで遭遇しうる災害や

事故を予期し、警告を発し、保護活動を行うことが可

能なガーディアン・エンジェルのソーシャルネットワー

クによって、世界におけるすべての事故死者の50%〜

80%を救うことができるかも知れません。結果として

100万人以上の命を救い、何千億ドルという物的損害

を免れることになります。

　これは私達21世紀のコンピューター科学者ができる

であろう最も重要な研究であることは明らかであり、

本田財団が人間性あふれる社会を実現するために将

来取り組むことができるであろう、最も重要な研究プ

ロジェクトだと思います。

　最後に、21世紀において人間性あふれる文明を創造

するために、本田財団に提言させて頂きたいと思いま




