
［開会の挨拶 OUVETURE］
ティエリー・ダナ 駐日フランス大使 Thierry DANA, Ambassadeur de France au Japon
1956年生まれ。法学修士号取得、政治学専門研究課程修了、政治学院卒業、国立行政学院卒業後、フ
ランス外務省に入省。1984年、在アルジェリア・フランス大使館に赴任。1987年、フランス外務省北アフリカ・
中東局戦略問題部に配属。1990年、同部長に就任。NATO変革、ドイツ再統一、ワルシャワ条約機構の解
体などの重要案件を担当。1993年、首相付外交顧問補佐。1995年、リヨン・サミット事務局長。1996年、
駐香港フランス総領事。1998年、フランス大統領府官房に入り、アジア・戦略問題を担当。2002年、フラン
ス外務省アジア・オセアニア局長。2005年依願休職し、コンサルティング会社を設立。仏企業向けの国際
展開戦略、外国の対仏投資家向けのサービス分野で特筆すべき業績を挙げる。2014年より現職。2児の父
親。国家功労勲章シュヴァリエを受章。

［基調講演 DISCOURS LIMINAIRE］
南條史生 森美術館館長 Fumio NANJO, Directeur du musée Mori
1949年東京生まれ。森美術館館長。慶應義塾大学経済学部、文学部哲学科美学美術史学専攻卒業。
国際交流基金等を経て2002年より森美術館副館長、2006年11月より現職。過去にヴェネチア・ビエンナー
レ日本館（1997）及び台北ビエンナーレ（1998）コミッショナー、ターナープライズ審査委員（ロンドン・1998）、
横浜トリエンナーレ（2001）、ヴェネチア・ビエンナーレ（2005）金獅子賞国別展示審査員、シンガポール・ビエ
ンナーレ（2006、2008）アーティスティックディレクター、茨城県北芸術祭（2016）総合ディレクター、ホノルル・
ビエンナーレ（2017）キュラトリアルディレクター等を歴任。2016年文化勲章オフィシェを受章。近著に「アー
トを生きる」（角川書店、2012年）がある。

［タイムテーブル PROGRAMME］

9:00–9:30 開場、同時通訳レシーバの配布 Ouverture des portes et retrait des écouteurs

9:30–10:00

開会の言葉
OUVETURE

ティエリー・ダナ［駐日フランス大使］
Thierry Dana, Ambassadeur de France au Japon

基調講演
DISCOURS LIMINAIRE 

南條史生［森美術館長］ 
Fumio Nanjo, Directeur du Musée Mori

10:00–12:00 第①セッション
TABLE RONDE 1

人工知能が喚起する倫理的問題とは？
Quelles questions éthiques l’intelligence artificielle soulève-t-elle ?

12:00–13:00 休憩 Pause

13:00–13:30 開場、同時通訳レシーバの配布 Ouverture des portes et retrait des écouteurs

13:30–15:30 第②セッション
TABLE RONDE 2

人工知能と法律の適用
Quelles adaptations juridiques face au développement de l’intelligence artificielle ?

15:30–16:00 休憩 Pause

16:00–18:00 第③セッション
TABLE RONDE 3

仕事と教育の未来は？
Quel avenir pour le travail et l’éducation ?

18:00–18:15 閉会の辞
CLÔTURE 

原山優子［「人口知能と人間社会に関する懇談会」座長］ 
Yuko Harayama, présidente du comité de délibération sur AI et société

［開催日時 INFORMATIONS PRATIQUES］
2017年5月29日〈月〉‖9:30–18:15（開場9:00）
Lundi 29 Mai 2017‖9h30–18h15 (ouverture des portes à 9h)

［会場 LIEU］
六本木アカデミーヒルズ49
Roppongi Academyhills 49

〒106-6149 東京都港区六本木6–10–1 六本木ヒルズ森タワー49階
6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6149 Roppongi Hills Mori Tower 49ème étage

入場無料entrée libre‖日仏同時通訳付 traduction simultanée

［お問い合わせ］
在日フランス大使館グローバル討論部門
dg.debat.contact@institutfrancais.jp

［オンライン申し込み Inscription en ligne］
www.institutfrancais.jp/ai/

入場無料
entrée libre

日仏同時通訳付
traduction simultanée

人工知能は社会をどのように変えるのか？
人工知能の倫理、法律、社会問題についての日仏フォーラム
COMMENT L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE TRANSFORMERA-T-ELLE LA SOCIÉTÉ?
FORUM FRANCO-JAPONAIS SUR LES QUESTIONS ÉTHIQUES, JURIDIQUES ET SOCIÉTALES LIÉES À L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 

2017.5.29〈月〉‖9：30-18：15（開場9:00）

会場＝六本木アカデミーヒルズ49
Lundi 29 mai 2017‖9h30-18h15 (ouverture des portes à 9h)‖Roppongi Academyhills 49

主催 在日フランス大使館／アンスティチュ･フランセ日本 助成 アンスティチュ･フランセパリ本部　パートナー ヴェオリア･ジャパン株式会社
協力 森美術館 協賛 全日本空輸株式会社　後援 内閣府 第6回「デジタル・ショック」関連企画
Organisateur : Institut français du Japon / Ambassade de France au Japon Partenaires : Veolia Japan, Musée Mori, ANA
Parrainage : Cabinet du Premier ministre Avec le soutien de l’Institut français (Paris) Programme satellite du festival Digital Choc 2017

人工知能の技術とネットワークはここ数年で目覚しい発展を遂げています。人工知能は益々多くの研究者や企業の関心を
捉え、日仏政府の政策検討の中心に置かれています。この新たな“産業革命”は社会を根底から変えようとしており、政府、
地方自治体、企業、個人も熟慮し備えなければなりません。
人工知能の社会への影響についての日仏フォーラムでは、３つの討論会が開かれます: 倫理哲学的な問題、個人情報の保
護やロボットの権利に関する法律、仕事の未来と教育についてのパネルディスカッションです。技術面、社会的な問題、そし
て未来についての重要な問題につき、日仏の視点から意見を交換します。

Les technologies et les réseaux d’intelligence artificielle connaissent depuis quelques années un développement impres-
sionnant. L’intelligence artificielle intéresse de plus en plus de chercheurs et d’entreprises, et elle est aussi au cœur de la 
réflexion stratégique des gouvernements japonais et français. Cette nouvelle “révolution industrielle” entraînera des chan-
gements profonds dans les sociétés, auxquels les gouvernements, les municipalités, les entreprises et les individus doivent 
réfléchir et se préparer. 
Ce forum franco-japonais sur l’impact de l’intelligence artificielle sur la société se déclinera en trois tables rondes : une sur 
les questions éthiques et philosophiques, une sur les questions juridiques liées à la protection des données et au droit des 
robots, enfin une table ronde sur l’avenir du travail et de l’éducation. Ces trois dialogues permettront d’aborder des ques-
tions cruciales pour l’avenir, en croisant les regards français et japonais, ainsi que les aspects technologiques et sociétaux.

Pendant les pauses, une œuvre de l’artiste français Bertrand Planes sera diffusée :
Le robot pigeon de Planes est l’acteur d’une série vidéo qui débute à Paris, il traverse la ville par voie 
d’eau, le début d’une lente fuite au milieu du tumulte qui l’emmènera jusqu’à Osaka.

休憩時間に、フランス人アーティストのベルトラン･プレーヌの作品画像が放映されます
プレーヌのビデオシリーズには、ロボットの鳩が登場します。
パリを起点に、水路を伝って街から街を旅し、緩やかな流れはやがて大阪の喧騒に至ります。

人工知能は社会を
どのように変えるのか？
人工知能の倫理、法律、社会問題についての日仏フォーラム

COMMENT L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
TRANSFORMERA-T-ELLE LA SOCIÉTÉ?
FORUM FRANCO-JAPONAIS SUR LES QUESTIONS ÉTHIQUES,
JURIDIQUES ET SOCIÉTALES LIÉES À L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 座席数に限りがあるため、オンライン登録をお勧めします

Entrée libre dans la limite des places disponibles, inscription en ligne recommandée :

www.institutfrancais.jp/ai/



第❶セッション TABLE RONDE 1 10:00–12:00 第❷セッション TABLE RONDE 2 13:30–15:30 第❸セッション TABLE RONDE 3 16:00–18:00

ジャン＝ガブリエル・ガナシア
フランス国立科学研究センター
CNRS倫理委員会長
Jean-Gabriel GANASCIA, président 
du comité d’éthique du CNRS
ピエール･マリキュリー大学情報学教授。文
学系と情報学の学生がデジタル関連の人文
科学分野で協力する研究室副研究長。機械
学習、コンピュータ倫理、デジタルと人間性に
ついてを研究テーマとする。人工知能に関す
る著書多数。最新著の邦訳「そろそろ、人工
知能の真実を話そう」（早川書房）が今回の来
日に合わせて出版。

ローランス・ドヴィレー
Laurence DEVILLERS
第①セッション参照

ジャン-ガブリエル・ガナシア
Jean-Gabriel GANASCIA
第①セッション参照

ナタリー・ヌヴジャン
アルトワ大学法学部教授
Nathalie NEVEJANS, professeur 
de droit à l’Université d’Artois
ロボットと新興技術の倫理と法律を専門とす
る。国立科学研究センター倫理委員会及び
ロボットと人間の関係研究センター (IERHR)
メンバー。人工知能とロボット倫理に関するフ
ランス国立委員会の設立を創案。近著に「民
生とボットの倫理と法律」(LEH, 2017).

ベルナール･スティグレー
ポンピドゥイノベーション研究センター長
Bernard STIEGLER, directeur de l’Ins-
titut d’innovation du Centre Pompidou
フランス高等社会科学研究所博士。ロンドン
大学教授、芸術産業協会会長、チューリッヒ
工科大学教授。新しい技術の社会への影響
に関する数多い著作の中には邦訳されたもの
もある。現在、セーヌ･サンドニで自治体に有
益な活動に対し経済報酬をもたらす、地域の
デジタル知識の発展を目的とする実験的プロ
ジェクトを主宰。

須藤修 東京大学教授
Osamu SUDOH,  
professeur à l’Université de Tokyo
東京大学大学院経済学研究科博士課程修
了、経済学博士。静岡大学助教授、東京大
学助教授を経て、1999年より東京大学教授、
東京大学総合教育研究センター長。東京大
学大学院情報学環長・学際情報学府長を歴
任。この間、ストックホルム経済大学客員教
授、日本経団連21世紀政策研究所主幹研
究員、国立情報学研究所客員教授、Mem-
ber of the OECD Global Science Forum 
Expert Group などを務めた。近刊にData 
Analysis and Social Innovationなど。

根来龍之 
早稲田大学ビジネススクール教授
Tatsuyuki NEGORO, 
professeur à l’Université Waseda
京都大学卒業後、メーカー勤務などを経て、
2001年から早稲田大学ビジネススクール教
授。同大学 IT戦略研究所所長。経営管理
研究科長、経営情報学会会長、国際CIO学
会副会長、組織学会理事、CRM協議会顧問
などを歴任。経営情報学会論文賞を3度受
賞。主著書に『事業創造のロジック』『IoT時
代の競争分析フレームワーク』『プラットフォー
ムビジネス最前線』など。

丸山宏 
株式会社Preferred Networks
最高戦略責任者
Hiroshi MARUYAMA, 
PDG de Preferred Networks inc.
東京工業大学理工学研究科修士課程修了
後日本アイ・ビー・エム入社。ジャパン・サイ
エンス・インスティチュートにおいて、論理型言
語、自然言語処理、文献検索、手書き文字認
識、マルチメディア、XML、情報セキュリティな
どの研究開発に従事。同社東京基礎研究所
所長、情報・システム研究機構統計数理研究
所教授を経て2016年より現職。

石田英敬
東京大学教授
Hidetaka ISHIDA, professeur à l’Uni-
versité de Tokyo
東京大学教授。同大学院情報学環・学環
長、同大学附属図書館副館長など歴任、現
在、東京大学大学院情報学環教授・同総合
文化研究科教授、パリ第7、パリ第8大学客員
教授、パリ哲学コレージュ・プログラムディレク
ターなども務める。専門は記号学、メディア論。
メディア記号論の分野で日本を代表する研究
者としてテレビ記号論や情報記号論の研究展
開を主導。主な編著書に、『現代思想の教科
書』、『記号の知／メディアの知』他多数。

原山優子 
人工知能と人間社会に関する懇談会座長
Yuko HARAYAMA, comité de 
délibération sur AI et société
ジュネーブ大学教育学博士課程、同大学経
済学博士課程修了後、ジュネーブ大学経済
学部助教授、経済産業研究所研究員を経
て、2002年より東北大学大学院工学研究
科教授に就任、科学技術イノベーション政策、
産学連携、大学改革などの教育・研究に従
事。2010年から2年間、経済協力開発機構
（OECD）の科学技術産業局次長を務める。
2013に総合科学技術・イノベーション会議常
勤議員に就任、現在に至る。

西垣通 
東京大学名誉教授、東京経済大学教授
Toru NISHIGAKI,  professeur émérite à 
l’Université de Tokyo
東京大学工学部卒業、工学博士。日立製作
所でソフトウェアの研究、タンフォー ド大学客
員研究員を経て明治大学教授、東京大学社
会科学研究所教授、東京大学大学院情報
学環教授を歴任。技術的知識に基づき情報
社会を思想史的に研究。主な著書に、『ビッグ
データと人工知能』『ネット社会の「正義」とは
何か』『基礎情報学』など。パリ日本文化会館
運営委員。

ローランス・ドヴィレー
パリ･ソルボンヌ大学教授
Laurence DEVILLERS,
professeur d’informatique à 
l’Université Paris-Sud
機械科学技術のための情報学研究室学科
長 (Limsi)。人間と機械の間の感情について
を専門とし、人工知能、言語学、心理学、認識
科学の学際的研究を行う。人工知能の倫理
と仕事への影響に関する欧州とフランスの複
数の検討委員会のメンバー。最新著に「ロボッ
トと人間、神話、夢と現実」（プロン社、2017）

福井健策 
弁護士（日本・ニューヨーク州）、
日本大学芸術学部客員教授
Kensaku FUKUI, avocat
1991年東京大学法学部卒。米国コロンビア
大学法学修士。現在、骨董通り法律事務所
代表パートナー。「著作権の世紀」「誰が『知』
を独占するのか」（集英社新書）、「『ネットの自
由』vs.著作権」（光文社新書）、「18歳の著作
権入門」（ちくまプリマ-新書）ほか。国会図書
館審議会会長代理、内閣知財本部など委員
を務める。
http://www.kottolaw.com
Twitter：@fukuikensaku

鈴木晶子 京都大学大学院教授
Shoko SUZUKI, 
professeur à l’Université de Kyoto
理化学研究所・革新知能統合研究センター・
AI倫理社会チームリーダー。日本学術会議
連携会員、京都市教育委員。専門は科学哲
学・教育人間学。ベルリン自由大学客員教
授 (Visiting Professor, Free University of 
Berlin)。主な著書に“Takt in Modern Ed-
ucation”(Waxmann), “Auf dem Weg des 
Lebens. West- östliche Meditation”(Lo-
gos Verlag)、『智恵なすわざの再生へ－科学
の原罪』（ミネルヴァ書房）など。

江間有沙 東京大学特任講師
Arisa EMA, professeur adjointe,
Science Interpreter Training Program
2012年東京大学大学院総合文化研究科博
士課程修了。博士（学術）。2012年4月から
京都大学白眉センター特定助教。2015年4月
より現職。2017年1月より理研AIPセンター客
員研究員。人工知能と社会の関係について
考えるAIR（Acceptable Intelligence with 
Responsibility）研究会を有志とともに2014
年より開始。

久保田啓介 
日本経済新聞編集委員兼論説委員
Keisuke KUBOTA, 
journaliste du quotidien Nikkei
1987年日本経済新聞社入社。地球環境問
題、原子力・エネルギー、科学技術政策などを
長く取材。2009年から現職。

イザベル・ファルク＝ピエロタン
フランス情報処理及び
自由に関する国家委員会（CNIL）委員長
Isabelle FALQUE-PIERROTIN, 
présidente de la CNIL
1999年デジタルネットワークとインターネット
に関する国家委員会報告書の執筆をはじめ、
デジタル関連の多くの任務を歴任。インター
ネットに関する法律に関する検討委員会委員
長（2001-2010）。2014年より現職。

野中ともよ NPO法人ガイア･イニシアティブ代表
Tomoyo NONAKA, présidente de Gaïa Initiative
上智大学大学院文学研究科前期博士課程終了。NHK「海外ウィークリー」「サ
ンデースポーツスペシャル」等、テレビ東京「ワールド・ビジネス・サテライト」等、数々
の番組でメインキャスターを務めた後、日興フィナンシャル・インテリジェンス理事長、
アサヒビール、三洋電機などで社外取締役を務める。2005年～2007年三洋電
機代表取締役会長。また、1990年代より財政制度審議会、法制審議会、中央
教育審議会ほか多数の政府審議会委員を歴任。現在は、2007年8月に立ちあ
げたNPO法人ガイア･イニシアティブ代表として地球環境・エネルギー問題と地域
活性化に取り組む。East West Center（ハワイ大学）研究員。”Club of Rome”
（ローマクラブ）公式メンバー。国境なき医師団フィランソロピク・アドバイザー。

［パネリスト PANÉLISTES］ ［パネリスト PANÉLISTES］

［司会 MODÉRATEUR］［ビデオメッセージ MESSAGE VIDÉO］ ［司会 MODÉRATRICE］［司会 MODÉRATRICE］

［パネリスト PANÉLISTES］

仕事と教育の未来 とは？
産業革命は、これまでもある職業を不要にし、新たな分野で仕事を生み出してきました。人工知能の発達により、遠くない将来、職
を失うのはブルーカラーに留まらずホワイトカラーにおいても同様です。影響を受けるのはどのような分野でしょうか？ 将来仕事の
数が減るのだとすれば、個人が尊厳を失うことなく、自由な時間を社会への貢献に使えるよう、どのような社会にしてゆけばよいので
しょうか。仕事はどう再考されるのでしょうか？ 富の再分配の新たな方法を考えなければならないのでしょうか？ この新たな課題
に教育と職業訓練をどのように適応させるべきなのでしょうか？

QUEL AVENIR POUR LE TRAVAIL ET L’ÉDUCATION ?
Chaque révolution industrielle rend certains métiers obsolètes et crée en même temps des emplois dans de nouveaux sec-
teurs. Avec le développement de l’intelligence artificielle, ce sont non seulement des cols bleus, mais aussi des cols blancs 
qui pourraient voir leurs emplois disparaître dans un futur pas si lointain. Quels secteurs seront-ils concernés ? S’il y a moins 
d’emplois à l’avenir, comment organiser la société pour que les individus ne perdent pas leur dignité et puissent profiter de leur 
temps libre pour contribuer à la société ? Comment repenser le travail ? Faut-il envisager de nouveaux modes de redistribution 
des ressources ?  Comment adapter l’éducation et la formation à ce nouveau défi ?

人工知能と法律の適用
人工知能の発展により、個人情報保護の問題が起きています。政府、企業、個人のサイバー攻撃への脆弱性も大きくなっています。
また、人工知能が作曲した場合の著作権はどうなるのでしょうか？ 自動運転の発達により、事故の際の責任の問題も浮上します。
ロボットに法的責任を問えるのでしょうか？ 人工知能による新たな問題に対して、どのように法律を適用するのでしょうか？

QUELLES ADAPTATIONS JURIDIQUES FACE AU DÉVELOPPEMENT DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ?
Le développement de l’intelligence artificielle pose la question de la protection des données privées. Cela pose aussi la 
question de la vulnérabilité croissante des gouvernements, des entreprises et des citoyens aux cyberattaques. Qu’en 
est-il par ailleurs du droit d’auteur lorsque c’est une intelligence artificielle qui compose de la musique ? Le dévelop-
pement des véhicules autonomes et de la robotique soulève également des interrogations concrètes sur la responsa-
bilité en cas d’accident. Faut-il donner la responsabilité juridique aux robots ? De quelle manière adapter le cadre juri-
dique pour faire face aux nouveaux enjeux de l’intelligence artificielle ? 

人工知能が喚起する倫理問題とは?
人工知能の技術の急速な進歩は、今後数年のうちに私達に社会と価値観の重要な選択を迫ることになるでしょう。さまざまな倫理
的、哲学的な問題も提起されています：人工知能が人間の知能を超える日は来るのでしょうか？ 人工知能の技術はどのような倫理
原則の基に発展しているのでしょうか。私達の自立性が問題となるのは、どのような場面においてでしょうか？ 人工知能がもたらす
リスクと好機を明らかにすることで、この討論では私達の社会の未来に関する重要な問題点が浮き彫りにされるでしょう。

QUELLES QUESTIONS ÉTHIQUES L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE SOULÈVE-T-ELLE ?
Le développement rapide des technologies d’intelligence artificielle nous placera, dans les prochaines années, face à 
des choix de société et de valeurs importants. De nombreuses questions éthiques et philosophiques émergent : L’intel-
ligence artificielle pourrait-elle un jour dépasser l’intelligence humaine ? Sur la base de quels principes éthiques dé-
velopper les technologies d’intelligence artificielle ? Dans quelle mesure ces technologies remettent-elles en question 
notre autonomie ? En mesurant les risques et les opportunités que comporte l’intelligence artificielle, ce débat per-
mettra de mettre en lumière des questions cruciales pour le futur de nos sociétés.


