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法律書から理工書、 人文 ・ 社会学書、 文芸書まで必読の８１冊
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はじめに
ここ最近の人工知能（AI）技術の急速な発展により、AI を搭載した高度なロボ
ットをいかに社会的に受容するかが、現実的かつ大きな課題として浮上してきて
います。自身で学習し、ときには人間の知性の及ばない思考や判断すら可能とい
われるロボット。かれらが人間にとって身近な存在になるだけではなく、人間の
役割を代替し、人間がそれに大きく依存していくことになれば、これまでの人間
中心の社会のあり方に再考が迫られることになるかもしれません。
そこで本フェアでは、その「社会のあり方」を規定するものの代表選手である
「法」が AI やロボットをどう考えるのかに着目して、読者のみなさんと一緒に、
来るべき近未来社会に備えた「頭の体操」をしたいと思います。ロボットがもた
らす便益やリスクを冷静に認識したうえで対応を考えるのはもちろんのこと、
「意
識」とは何か、
「責任」とは何か、果てはそもそも「人間」とは何かといった分野
を越えた刺激的な問いをも提起する「ロボット法」の世界。関連する哲学や倫理
学、工学などの書籍や、小説などの文芸諸作品も取りそろえた本フェアをきっか
けに、ロボットと生きる社会を考えてみませんか。
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『ロボット法

AI とヒトの共生にむけて』

平野晋 著
弘文堂、2017 年 11 月刊
ISBN: 978-4-335-35714-5

本体価格：2,700 円
近年における人工知能（AI）技術の急速な発展に伴い、これまで SF
作品の中だけの話だった「ロボットとの共生」が、現実味を帯びつつ
あります。しかし、私たちの社会はその準備ができているでしょうか。
自律的に思考・判断し、行動するロボットが、事故を起こしたら？ ヒ
トを傷つけたら？

「感情」を持ったら？――ロボットの登場は、法

をはじめとする人間社会のルールを、大きく揺るがします。本書は、
ロボットの〈制御不可能性〉と〈不透明性〉をキーワードに、映画な
ど優れた文芸諸作品の教訓にも触れながら、様々な法的論点を平易に
整理。とりわけ、著者の専門である不法行為法・製造物責任法に関す
る内容については、米国の裁判例をロボット法の問題意識に沿って詳
しく紹介、自動運転車の実用化が目前のいま、すべての関係する法律
家・実務者にとって必読です。これから「ロボット法」を構想してい
くことの重要性を明快に伝える、わが国第一人者による決定版。
序 章――ロボット法の必要性
第１章 ロボット工学３原則
Ⅰ 「ロボット工学３原則」とは何か／Ⅱ ロボット工学 3 原則をめぐる法律論議
第２章 ロボットの起源と文化
Ⅰ 語源／Ⅱ 奴隷としてのロボット／ Ⅲ 脅威としてのロボット／Ⅳ sci-fi 作品のアナロジーを排
除すべきか／ Ⅴ ロボットに対する文化的認識の相違
第３章 「ロボット」の定義と特徴
Ⅰ 〈感知/認識〉＋〈考え/判断〉＋〈行動〉の循環／Ⅱ 自律性とその諸段階／Ⅲ 定義をめぐる論争
――「自律性」対「創発性」／Ⅳ 予測警備（プレディクティヴ・ポリーシング）／Ⅴ 人工知能（AI）
第４章 ロボットの種類とその法的問題
Ⅰ ロボットの分類／Ⅱ ロボットの使用領域／Ⅲ 生物学を応用したロボット／Ⅳ ヒューマノイド・
ロボット
第５章 ロボット法の核心――制御不可能性と不透明性を中心に
Ⅰ 制御不可能性と不透明性／Ⅱ ロボット不法行為法／Ⅲ 小括
第６章 ロボットが感情を持つとき
Ⅰ 「考え/判断」することへの懸念／Ⅱ ロボットは「意識」等を持つに至るか／Ⅲ ロボット憲法――
「ロボット権」?!／Ⅳ ロボット刑事法――ロボットの刑事責任をめぐる議論／Ⅴ シンギュラリティ･
2045 年問題
【参考文献／事項索引】

『ロボット法』
ウゴ・パガロ 著／新保史生 監訳・訳、松尾剛行・工藤郁子・赤坂亮太 訳
勁草書房、2018 年１月刊
ISBN:978-4-326-40345-5 本体価格：4,500 円
世界初のロボット法に関する体系書、待望の邦訳。AI を用いて自
律的に動作する新時代のロボットの普及を前提とした「ロボット法」
の地平を切り開く。
従来からある産業用ロボットをめぐる法的問題（主に製造物責任）
では対応できない課題等を整理し、実定法上の問題に落とし込んで、
27 に分類し、詳細に検討する。
それとともに、メタ技術としての法や人間とロボットの間の相互作
用を規律する環境デザインの一部としての法といった法哲学的分析
も施し、議論のベースを組み立てようともする。
ロボット法研究において、どのような問題をどのような観点から研
究していくべきかを考えるうえで必要となるフレームワークを得る
ことができる、法学者、法律実務家、企業担当者、技術者ほか、関係
者必読の「啓蒙書」
。

第 1 章 イントロダクション
第 2 章 法、哲学、技術
2.1 哲学とロボット／2.2 責任の原理／2.3 行為主体性と人工的主体の答責性／2.4 誰が費用を支
払うのか
第 3 章 犯罪
3.1 SF シナリオ／3.2 心理状態と犯罪行為／3.3 ロボットと正戦／3.4 チンピラロボット
（Picciotto Roboto）の現象学／3.5 因果関係の失敗
第 4 章 契約
4.1 契約、条項およびリスク／4.2 AI ドクター／4.3 ロボ・トレーダー／4.4 現代のロボット、
古代の奴隷／4.5 無人輸送手段革命
第 5 章 不法行為
5.1 悪質な故意／5.2 子ども、ペットおよび過失／5.3 AI 従業員と厳格責任ルール／ 5.4 立証
責任
第 6 章 メタ技術としての法
6.1 法的人格としてのロボット／6.2 厳密な意味での行為者としてのロボット／6.3 善悪の発生源
／6.4 複雑性のレベル
終 章 まとめ
監訳者あとがき
文献・事項索引

『AI がつなげる社会

AI ネットワーク時代の法・政策』

福田雅樹・林秀弥・成原慧 編著

弘文堂、2017 年 11 月刊

ISBN：978-4-335-35712-1 本体価格：3,000 円
AI と AI、AI とロボットなどがネットワークを通じてつながる「AI ネットワーク
化」の進展が社会にもたらすインパクトとリスクが関心を集めています。本書は、AI
ネットワーク化の進展に伴う生活、ビジネス、政治等社会全般にわたる環境の変化、
AI を用いた情報収集によるプライバシーへの影響、AI・ロボットに関する権利や責
任の分配など、AI ネットワーク化の進展に伴い生じうる様々な問題に関する法・政
策の課題について、具体的なシナリオを示しつつ、第一線の執筆者たちが多角的に論
じます。
第Ⅰ部 総論
福田雅樹／【座談会】板倉陽一郎・江間有沙・クロサカタツヤ・中西崇文・成原慧
第Ⅱ部
研究開発
成原 慧／【座談会】河島茂生・久木田水生・新保史生・高橋恒一・平野晋
第Ⅲ部 データ・情報・知識の流通と利活用
林 秀弥／福井健策
第Ⅳ部 プライバシーとセキュリティ
石井夏生利／新保史生／板倉陽一郎
第Ⅴ部 ＡＩネットワーク時代における社会の基本ルール
平野 晋／深町晋也／湯淺墾道
第Ⅵ部 ＡＩネットワーク時代における人間
山本龍彦／大屋雄裕／大内伸哉

『ロボットと生きる社会
角田美穂子・工藤俊亮 編著

法はＡＩとどう付き合う？』

弘文堂、2018 年１月刊

ISBN：978-4-335-35718-3 本体価格：3,200 円
ロボット・AI と共存する社会がもうそこまで来ています。しかし、何が起こっているかの全景を
見通すのはむずかしいというのが現状です。そこで、技術、それを受け入れる現場、社会の制度に精
通している８人のゲストに、何が起きているのか、どのような課題に直面しているのかを率直に語っ
てもらったのがリレー鼎談。新しい技術の社会への浸透を促進しつつ、弊害については適切に規制・
管理する、そんな「ロボット・AI と共存する社会」にふさわしい法制度を探る知的冒険の記録。民
法学者とロボット工学者が多角的に問題に光をあてた、ロボット・AI 時代における「法」を考える
際の必読書です。
AI 技術の今――何が問題か
☚ 数学・論理学 国立情報学研究所 新井紀子
人は機械に仕事を奪われる？
☚ 労働経済学 東京大学 川口大司
IoT、ビッグデータ時代のプライバシー
☚ 情報法 日本大学 小向太郎
ロボット社会のインフラと法
☚ 宇宙法・商法 東北大学 森田 果
ロボット演劇の問いかけるもの
☚ 劇作家 平田オリザ
金融の IT 化が行き着く先
☚ 野村総合研究所 大崎貞和
ロボット投信のインパクトを考える
☚ 大和投資信託
望月 衛
医療・介護ロボットと法
☚ 医事法・民法 東京大学 米村滋人

法律書

『AI 時代の働き方と法』 大内伸哉
弘文堂 本体価格 2,000 円 ISBN 9784335356872
ＡＩ・ロボットの将来の発展および産業界への適用状況を予想する最新の研究成果をふまえながら、これま
での労働法学における関係する議論の蓄積を踏まえ、労働法は何であり、労働法がどう変わるべきかを検討
することを通じて、ＡＩ・ロボット時代におけるこれからの労働法の姿を提言する一冊。２０３５年という
かなりの将来であるにもかかわらず、説得的な未来予測がされている。（松尾）

『AI・ロボットと法』 弥永真生、宍戸常寿編著
有斐閣 近刊
AI・ロボットを巡る法的諸課題を総覧できる概説書。主要な法分野の研究者たちが、基礎から先端的議論ま
で幅広く解説。全体を通じて、ロボットや AI が進展・普及する社会に法学がどのような知見を提供できる
かが問われている。法（学）とはどのような知的営為なのかを探求する、理論面でも野心的な一冊。（工藤
郁子）

『IoT・AI の法律と戦略』 福岡真之介編著 桑田寛史・料屋恵美著
商事法務 本体価格 3,000 円

ISBN 9784785725211

IoT と AI の活用にあたって、
そもそもどのような法律問題が生じる可能性があるのか。ビッグデータの活用、
自動運転、ドローン、サイバーセキュリティー等、IoT と AI の普及に向けた現状を踏まえ、最新の検討動向
をまじえて法的課題を体系的に論ずることを試みた渾身の一冊。（新保）

『ドローン・ビジネスと法規制』 森・濱田松本法律事務所ロボット法研究会編
清文社 本体価格 2,800 円

ISBN 9784433672577

無人航空機(ドローン)は、航空法の改正によって飛行ルールが定められており、法律の定める飛行方法のル
ールに基づいて飛行させなければならない。本書は、ドローン利用者が認識しなければならない規制や飛行
ルールをわかりやすく解説するとともに、関連する法律問題や、ドローンを活用したビジネスモデルに至る
までドローン利用者必読の一冊。
（新保）

『アーキテクチャと法』 松尾陽編
弘文堂 本体価格 2,500 円

ISBN 9784335356919

ＡＩ・ロボットの物理的・技術的構造であるアーキテクチュアは、ロボット法において重要である。自動運
転車の問題やプライバシーの問題等、ＡＩ・ロボットと関係が深い様々なアーキテクチュアの問題を論じる
本書の論文集部分に加え、アーキテクチュア論の再考を迫る巻末の座談会も合わせると、さらに深い理解を
得られる。
（松尾）

『情報法概説』 曽我部真裕 林秀弥 栗田昌裕
弘文堂 本体価格 3,300 円

ISBN 9784335356063

個別の法分野において、ネットワークに関わる法律問題を情報法として論じている書籍が多い現状において、
本書は、情報法を 「情報の生産流通消費に関する法」と捉え、情報流通の基盤に関わる問題、個人情報の
保護と情報セキュリティ、違法有害情報の規律、電子商取引法制の観点から、基本となる問題から最新の動
向までカバーし、法学としての情報法を体系的に解説した書籍。（新保）

『最新判例にみるインターネット上のプライバシー・個人情報保護の理論と実務』松尾剛行
勁草書房 本体価格 3,700 円

ISBN 9784326403387

情報法を研究する弁護士による、改正個人情報保護法及びこれまでの裁判例の蓄積を踏まえた、インターネ
ット上のプライバシー及び個人情報保護について論じる一冊。ＡＩ・ロボット時代において重要性の高いプ
ライバシーの問題を日本の過去の裁判例の蓄積という観点から説明しており、実務家にとって参考になるだ
ろう。（松尾）

『最新判例にみるインターネット上の名誉毀損の理論と実務』 松尾剛行
勁草書房 本体価格 4,400 円

ISBN 9784326403141

情報法を研究する弁護士による、これまでの裁判例の蓄積を踏まえた、インターネット上の名誉毀損につい
て論じる一冊。チャットボットが誹謗中傷を始めたことが話題になったように、ＡＩ・ロボット時代におい
て重要性の高い名誉毀損の問題を日本の過去の裁判例の蓄積という観点から説明しており、実務家にとって
参考になるだろう。（松尾）

『クラウド情報管理の法律実務』 松尾剛行
弘文堂 本体価格 3,500 円

ISBN 9784335356810

クラウドサービスを利用していることを認識せずに利用する機会が増える一方で、クラウドの利用をめぐる
問題を理解することが雲を掴むように難しい現状がある。本書は、クラウドを利用するに当たって認識すべ
きリスクや情報セキュリティーの問題から、契約、個人情報、知的財産の保護等事前に検討が必要な事項か
らトラブル発生時までを想定した秀逸の一冊。（新保）

『プライバシーなんていらない！？』ダニエル・J・ソロブ著

大島義則・松尾剛行・成原慧・赤坂亮太訳

勁草書房 本体価格 2,800 円

ISBN 9784326451104

安全・安心の確保が叫ばれ、ＡＩの利用を含む様々な新技術が導入されている。しかしこれらの技術は同時
に、プライバシーの問題を孕む。安心・安全とプライバシーの関係をどのように考えるべきなのだろうか。
「政府によるＡＩとビッグデータの利用とプライバシー」等を扱う本書は、AI 時代こそ高い参照価値を持つ。
（松尾）

『おそろしいビッグデータ』 山本龍彦
朝日新聞出版 本体価格 720 円 ISBN 9784022737427
気鋭の（という形容に余りある）憲法学者が、ビッグデータの利用が進む社会を「予測社会」
「個別化社会」
と位置づけ、問題提起をする解説書。憲法上の権利を武器として、AI やアルゴリズムを神格化しがちな社会
認識と対峙し、「そういう未来を望むなら、まず憲法を倒してから行け」（p.192）と迫る一冊。
（工藤郁子）

『プライバシーの権利を考える』 山本龍彦
信山社 本体価格 7,000 円

ISBN 9784797227536

自分のデータを使われる際の「気持ち悪さ」を分節し、法・権利の概念として再構築する理論書。繊細すぎ
る声高さとして懸念を切り捨てず、価値原理論との往復のなかで、個々のモチーフに応じて調律する論考群
は、初出時も研究者・実務家の間で話題となった。多楽章から成るという意味でも交響曲のような本。（工
藤郁子）

『法廷に立つ科学』 シーラ・ジャサノフ著 渡辺千原・吉良貴之監訳
勁草書房 本体価格 3,500 円

ISBN 9784326403042

法と科学技術の関係について論じた古典的著作。法と科学技術がお互いにいかに影響をあたえ、利用されて
きたのか、米国における豊富な事例をもとに論じられている。AI・ロボットという新しい科学技術が今後い
かに法と関係を築くのか考える上での出発点となるだろう。なお原著は 1995 年に米国で出版されたもので
あり、内容に古さや米国ならではの論点があるが、出版後の展開や日本における展開についても訳者解説に
おいて概説されており参考となる。
（赤坂）

『ICT 実務のためのインターネット政策論の基礎知識』 クリストファー・ユー著 波多江崇・小竹有馬訳
勁草書房 本体価格 2,800 円

ISBN 9784326403417

インターネットをめぐる政策は多種多様な議論がなされてきたが、本書は、エンドユーザー数の増加と多様
化、アプリケーションの多様化と帯域使用量の増加、テクノロジーの多様化、複雑なネットワーク間取引の
登場についての議論が不足していると指摘し、標準化、ガバナンス、機能の集約、料金体系の複雑化、通信
媒介、産業の成熟などの観点からネット政策を体系的に理解できる書籍。
（新保）

○

その他の法律書

書名

著者名

本体価格

ＡＩビジネスの法律実務

人工知能法務研究会編

2,400 円

日本加除出版

9784817844422

表現の自由とアーキテクチャ

成原慧

5,200 円

勁草書房

9784326403202

情報法入門

小向太郎

2,800 円

NTT 出版

9784757103535

情報法のリーガル・マインド

林紘一郎

3,600 円

勁草書房

9784326403349

18 歳からはじめる情報法

米丸恒治編

2,300 円

法律文化社

9784589038333

インターネット法

松井茂記

2,900 円

有斐閣

9784641125834

鈴木秀美

山口いつ子編

出版社

ISBN コード

理工書

『人工知能は人間を超えるか』 松尾豊
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 本体価格 1,400 円

ISBN 9784040800202

タイトルはややセンセーショナルですが、人工知能技術の歴史と現状をわかりやすく丁寧に整理した内容で
す。人工知能について考えたり議論したりするときには、まずこの内容はきちんと押さえておきたいという
本です。（工藤俊亮）

『ＡＩ白書 2017』 独立行政法人情報処理推進機構 AI 白書編集委員会編
角川アスキー総合研究所 本体価格 3,300 円 ISBN 9784048996075
技術動向、利用動向、制度的課題への対応動向、政策動向が網羅された報告書。実例だけでなく図解も充実
しており資料価値が高い。国内外を対象とした「AI の取組状況に関するアンケート結果」なども示唆に富む。
AI を取り巻く全体像を概観するために好適の必携書。（工藤郁子）

『強いＡＩ・弱いＡＩ』 鳥海不二夫
丸善出版 本体価格 1,800 円

ISBN 9784621301791

筆者と AI 研究者や羽生善治氏らによる対談集。タイトル等から受ける印象に反して、本書に収録された一
連の対談を読み比べてみると、強い AI／弱い AI の境界は、客観的に実在するものではなく、相対的なもの
であり、何が意識をもった「強い AI」にあたると見るかは、AI に接する研究者や利用者の姿勢に依存して
いるということが見て取れるだろう。
（成原）

『最強囲碁ＡＩ アルファ碁 解体新書』 大槻知史著 三宅陽一郎監修
翔泳社 本体価格 2,600 円

ISBN 9784798152561

トップ棋士に勝利した囲碁 AI「AlphaGo」に関する論文を下敷きにした解説書。囲碁 AI を通じて、混同され
やすい「深層学習」
「強化学習」
「探索」などの違いを理解できる好著。ゲーム AI の歴史も俯瞰されており、
「AlphaGO」のどこが革新的だったのか、強さの秘訣は何なのかを知れる。（工藤郁子）

『人狼知能』 鳥海不二夫・片上大輔・大澤博隆・稲葉通将・篠田孝祐・狩野芳伸
森北出版 本体価格 2,400 円

ISBN 9784627853713

囲碁・将棋は相手の打ち手も認識できる「完全情報ゲーム」だが、一部の情報が伏せられている「不完全情
報ゲーム」もある。スパイゲームである「人狼」の AI 開発は、未開拓領域への技術的挑戦だ。多岐にわた
る研究の全貌を把握でき、「騙り」の裏面にある「信頼」について再考する契機にもなる一冊。（工藤郁子）

『コンピュータが仕事を奪う』 新井紀子
日本経済新聞出版社 本体価格 1,700 円 ISBN 9784532316709
今でこそ常識になった問題提起を最初にした先駆的な本。では、どんな知的活動はコンピュータに取って代
わられないのか、そのために必要な能力とは何かを、計算機と数学の理論をもとにわかりやすく説き起こし
ている。（角田）

『ロボットという思想』 浅田稔
ＮＨＫ出版 本体価格 950 円

ISBN 9784140911587

ロボット研究には、役に立つロボットを作るという方向性以外にも、ロボット開発を通して人間とは何か、
知能とは何かを追求するという方向性があります。ロボット研究を通して人の知能にエキサイティングに迫
ります。（工藤俊亮）

『ディープラーニングがロボットを変える』 尾形哲也
日刊工業新聞社 本体価格 1,500 円

ISBN 9784526077326

ディープラーニング。言葉はよく耳にするけれど、実際中身はどういうものか、どのように使うのか、イメ
ージがわかない方も多いかもしれません。そんなディープラーニングが、具体例を交えて詳しく解説されて
います。（工藤俊亮）

『アンドロイドは人間になれるか』 石黒浩
文藝春秋 本体価格 730 円 ISBN 9784166610570
これからのロボットを考えるときに、知能という側面だけでなく、新しいコミュニケーションのツールとい
う側面も重要です。後者についてこれから何が起こるのか、それを考えるきっかけを与えてくれる刺激的な
本です。（工藤俊亮）

○

その他の理工書

書名

著者名

本体価格

人工知能とは

人工知能学会監修

2,400 円

近代科学社

9784764904897

深層学習

岡谷貴之

2,800 円

講談社

9784061529021

脳・心・人工知能

甘利俊一

900 円

講談社

9784062579681

これからの強化学習

牧野貴樹

4,200 円

森北出版

9784627880313

統計学入門

東京大学教養学部統計学教室編

2,800 円

東京大学出版会

9784130420655

澁谷長史

白川真一編著

出版社

ISBN コード

人文・社会学書

『スーパーインテリジェンス』ニック・ボストロム著 倉骨彰訳
日本経済新聞出版社 本体価格 2,800 円 ISBN 9784532357078
本書は、飛躍的に知能を向上させていく AI を人間はいかに制御し続けることができるのかという難題に、
大胆かつ緻密な思考実験により迫っていく。ディープマインド社の AI 倫理に関する研究ユニットのフェロ
ーも務めるなど現実の AI 政策にも影響を与えるようになっている哲学者の理論を体系的に知ることのでき
る大著。（成原）

『シンギュラリティ 人工知能から超知能へ』マレー・シャナハン著

ドミニク・チェン監訳

NTT 出版 本体価格 2,400 円 ISBN 9784757103627
AI の進歩により、人類のあり方が終わりを告げるほどの劇的変化が技術の指数関数的進歩によってもたらさ
れるシンギュラリティーに向けて、AI の設計から現在に至る AI の進化の段階を追って解説し、AI が及ぼす
インパクトによって将来を展望する書籍。
（新保）

『第四の革命』

ルチアーノ・フロリディ著 春木良且・犬束敦史監訳

先端社会科学技術研究所訳

新曜社 本体価格 3,400 円

ISBN 9784788515222

AI ネットワークをはじめとする ICT は、単に我々の生活を便利にしてくれる道具であるだけでなく、我々を
包摂する環境となりつつある。本書は、ICT が、我々の自己像、他者との関係、世界像をいかに変容させて
いくのか見通しを示すとともに、それらの変容に伴う課題に取り組むための手がかりを与えてくれる。（成
原）

『ロボットからの倫理学入門』 久木田水生・神崎宣次・佐々木拓
名古屋大学出版会 本体価格 2,200 円

ISBN 9784815808686

「ロボットから倫理を考える」と「ロボットの倫理を考える」の二兎を追うことに成功した入門書。「道徳
的に振舞う機械の実装」を考えると「そもそも道徳とは？」などの疑問が生じるが、そうした難問に道標を
示す。また、ソーシャル、軍事利用、労働などの領域ごとに応用倫理学的な展望も明らかにする。（工藤郁
子）

『選択しないという選択』 キャス・サンスティーン著 伊達尚美訳
勁草書房 本体価格 2,700 円

ISBN 9784326550777

AI は、パーソナルデータを活用して、一人一人に最適な選択肢やお薦めを提供してくれる反面で、個人の意
思決定の環境を操作してしまうおそれもある。本書を読むことで、AI やビッグデータと個人の自由との両義
的な関係を理解することができるだろう。
（成原）

『シンプルな政府』 キャス・サンスティーン著 田総恵子訳
NTT 出版 本体価格 2,800 円 ISBN 9784757123663
政府の政策担当者として適切な規制をどのように設計すべきか、ということを明らかにする一冊。ビッグデ
ータと AI とは直接関係しないが、それに対する規制の在り方について読んで考える価値がある。
（林）

『ビッグデータと人工知能』 西垣通
中央公論新社 本体価格 780 円 ISBN 9784121023841
「ビッグデータと人工知能」がどのような関係にあるのか、そして、ビッグデータ・AI と人間の相互関係は
これからどうなっていくのかといった問題について、現在の動向および論点を明快に整理・分析する一冊。
（林）

『データの見えざる手』 矢野和男
草思社 本体価格 1,500 円 ISBN 9784794220684
企業の現場でどのようにビッグデータ・人工知能が利活用されているのかについて知りたい人におすすめの
一冊。（林）

『シンギュラリティは怖くない』 中西崇文
草思社 本体価格 1,500 円

ISBN 9784794222558

扇動的な言説が散見される「シンギュラリティ」だが、本当のところはどうなのか？データ・サイエンティ
ストが、冷静かつ穏当に解説した著作。AI の歴史や特徴をよく知ることで、
「人間が AI をどのように受け入
れるか」という重要な視点をもたらしてくれる一冊。（工藤郁子）

『機械との競争』 エリック・ブリニュルフソン、アンドリュー・マカフィー著 村井章子訳
日経ＢＰ社 本体価格 1,600 円 ISBN 9784822249212
現在の第 3 次 AI ブームより前から、機械と雇用の関係を指摘した本。雇用が回復しない理由は諸説あるが、
著者たちによれば、技術の進歩が速すぎて、人間が転職やスキルアップなどの対応ができないことが理由だ
という。コンピュータとの競争に人間が負けるという未来予測について考える上で、外せない著作。（工藤
郁子）

『ザ・セカンド・マシン・エイジ』

エリック・ブリニュルフソン、アンドリュー・マカフィー著

日経 BP 社 本体価格 2,200 円

村井章子訳

ISBN 9784822250997

AI やロボットにより人間の仕事は奪われてしまうのだろうか？AI やデジタルネットワークが実現する富や
幸福を GDP で測ることができるのだろうか？格差の拡大にいかに対処していくべきなのか？本書は、これら

の問いを切り口に、機械が知能を有するに至った時代の経済と社会のあり方を考えるための道標を示してく
れる。（成原）

『プラットフォームの教科書』 根来龍之
日経 BP 社 本体価格 1,700 円

ISBN 9784822255091

ビッグデータの蓄積・利活用で名だたる企業の多数はプラットフォーム企業。本書はプラットフォームにつ
いて考えるうえで必要な知識を網羅的に語る代表的な教科書。（林）

『プラットフォーム企業のグローバル戦略』 立本博文
有斐閣 本体価格 5,400 円

ISBN 9784641165014

プラットフォーム企業がグローバルエコシステムで競争力を如何に獲得するか。本書は携帯電話や車載エレ
クトロニクスパソコン等の事例から、そのメカニズムを実証的に明らかにする。AI・ビッグデータに関する
企業戦略を立てる際に参考になる一冊。
（林）

『＜インターネット＞の次に来るもの』 ケヴィン・ケリー著 服部桂訳
ＮＨＫ出版 本体価格 2,000 円 ISBN 9784140817049
AI をはじめとするテクノロジーが急速に高度化し、インターネット等を介した連携が進んでいくことの影響
を 12 の力という視座から論ずることにより、今後 30 年間に人類が不可避的に向かう方向を展望する一冊。
AI ネットワーク化の進展が社会・経済にもたらすインパクトを理解し、今後の課題を検討していくための示
唆に富む。
（福田）

『スマートマシン』 林雅之
洋泉社 本体価格 1,400 円 ISBN 9784800307705
スマートマシン（AI を実装したロボット、ドローン、自動走行車等自己学習機能を備え、自律的に行動する
電子機械）がもたらすビジネスの可能性、人間とスマートマシンとの競争と共創の未来等に関し、国内外の
豊富な事例及びデータをもとに展望する一冊。（福田）

『ネットワーク市場における技術と競争のインターフェイス』

根岸哲・川濵昇・泉水文雄編

有斐閣 本体価格 6,000 円

ISBN 9784641143814

ネットワーク効果が働く様々な市場における事業活動及び競争に関する法的問題を多角的に論ずる一冊。AI
ネットワーク化が進展していく中で形成されるエコシステムにおける事業活動及び競争に関する法的問題
を考察するための手掛かりを与えてくれよう。（福田）

『わかりあえないことから』 平田オリザ
講談社 本体価格 740 円 ISBN 9784062881777
自然な会話のやりとりで進行する現代口語演劇理論を提唱し、最先端ロボットと人間を共演させ、世界に衝
撃を与え続ける劇作家が説いた「コミュニケーションとは何か」
。日本社会、人間について改めて考えさせ
られる。（角田）

THE MACHINE QUESTION

DAVID J. GUNKEL
MITPRESS

ISBN 9780262534635

ロボットは道徳的行為者あるいは道徳的配慮の対象になりうるか。この SF 小説ではおなじみの議論を、動
物倫理や環境倫理についての哲学・倫理学的議論をふまえ展開。読後、正しい答えを求めるのではなく、正
しい問いを立てることが大事であると理解することになるであろう。（勁草書房編集部）

#republic

CASS R. SUNSTEIN
PRINCETON UNIVERSITY PRESS

ISBN 9780691175515

多くの著作があるアメリカを代表する研究者であるサンスティーン教授の主著。インターネットが高度化し、
ソーシャルメディアが世界を覆うにつれ、民主主義は大きな聞きに直面しているようにみえる。インターネ
ットと民主主義、両者の関係を徹底的に再考することで、あるべき実践、法運用を示す。
（勁草書房編集部）

Robot Ethics 2.0

Edited by Patrick Lin, Keith Abney, and Ryan Jenkins

Oxford University Press

ISBN 9780190652951

ロボットがわれわれの生活空間に大進出している現在、法的、政策的な議論を急ぎ行う必要があるところ、
そのベースとなるのは、倫理である。自動運転車の事例を中心に、ロボットドクター、ケアロボット等の興
味深いものも含めて、具体的な事例をもとに、幅広い分野に横断する問題を検討する。（勁草書房編集部）

Life 3.0

Max Tegmark
Knopf

ISBN 9781101946596

マサチューセッツ工科大学の物理学者による、米国大ベストセラー。人工知能の発展は、犯罪、戦争、正義、
雇用、社会、そして人間であるということにどのような影響を与えるのか。AI が人間の知能を超えて社会に
普及する具体的なシナリオを提示する。
（勁草書房編集部）

○

その他の人文・社会学書

書名

著者名

本体価格

出版社

ISBN コード

ポスト・ヒューマン誕生

レイ・カーツワイル著

3,000 円

NHK 出版

9784140811672

2,400 円

日本経済新聞出版社

9784532356637

予価

NTT 出版

9784757103733

NTT 出版

9784757103740

井上健監訳 小野木明恵・
野中香方子・福田実訳
ロボットの脅威

マーティン・フォード著
松本剛史訳

全脳エミュレーションの時代（上） ロビン・ハンソン著
小坂恵理訳

2,300 円

全脳エミュレーションの時代（下） ロビン・ハンソン著

予価

小坂恵理訳

2,300 円

そろそろ、人工知能の真実を話そ

ジャン=ガブリエル・ガナシア著

1,300 円

早川書房

9784152096968

う

伊藤直子監訳

情報社会の〈哲学〉

大黒岳彦

3,600 円

勁草書房

9784326154388

ロボット

ジョン・M・ジョーダン著

2,200 円

日本評論社

9784535788220

1,080 円

岩波書店

9784003394816

2,500 円

三省堂

9784385360591

小林重裕訳

久村典子訳
サイバネティックス

ウィーナー著

池原止戈夫・

彌永昌吉・室賀三郎・戸田巌訳
人間さまお断り

ジェリー・カプラン著
安原和見訳

サイバネティクス全史

トマス・リッド著 松浦俊輔訳

3,600 円

作品社

9784861826528

平成 29 年版

総務省編

3,075 円

日経印刷

9784865790955

クラウス・シュワブ著

1,500 円

日本経済新聞出版社

9784532321116

2,400 円

NTT 出版

9784757103122

情報通信白書

第四次産業革命

世界経済フォーラム訳
情報社会のいま

公文俊平

人口と日本経済

吉川洋

760 円

中央公論新社

9784121023889

ロボット入門

舘暲

680 円

筑摩書房

9784480059383

文芸書

『われはロボット 決定版』 アイザック・アシモフ著 小尾芙佐訳
早川書房 本体価格 840 円 ISBN 9784150114855
有名なロボット工学の三原則が登場するＳＦ小説です．しかしすべて，三原則が現実と不整合を起こす話で
す．何の問題もなさそうに見えても、安易に作ったルールは、しばしば使い物にならないという教訓とも思
えます．（工藤俊亮）

『アンドロイドは電気羊の夢を見るか？』フィリップ・Ｋ・ディック著

浅倉久志訳

早川書店 本体価格 740 円 ISBN 9784150102296
題名になっている「電子羊」も登場し、機械に依存しすぎるヒトの弱さと、限りある生命への敬意の念がテ
ーマです。核戦争後の死の灰が積もるサンフランシスコ。殆どの動物が死滅し、地球外に逃げられなかった
僅かな人間達が、生き物に癒しを求めて高額取引する。しかし高額過ぎるゆえに、主人公デッカード（ブレ
ードランナー）のような庶民は、人造動物に癒しを求めざるを得ない。徐々にアンドロイドに共感を覚えて
いくデッカードの次の台詞に、生命への畏敬の念が象徴される名作です。
「電子動物にも生命はある。たと
え、わずかな生命でも。
」
（316 頁）映画版（『ブレードランナー』
）と比較するのも、楽しい読み方でしょう。
（平野）

『人工知能の見る夢は』 人工知能学会編
文藝春秋 本体価格 740 円

ISBN 9784167908508

SF 作家によるショートショート作品に AI・ロボットに関わる多分野の研究者が学術的な観点から解説する
というユニークなスタイルの本書。更に巻末には AI によって記述された小説まで掲載されている。SF は科
学技術から影響を与えられた一方で、SF の視点・想像力が科学技術研究に影響を与えていることも事実であ
る。本書は工学から哲学そして法といった様々な観点からの解説があり、今後の AI・ロボット社会を考える
入門として最適だろう。
（赤坂）

『フラッシュ・ボーイズ』 マイケル・ルイス著 渡会圭子・東江一紀訳
文藝春秋 本体価格 1,650 円

ISBN 9784163901411

マイクロ秒で勝負する高頻度取引ロボットの登場で、証券取引所、かかわる人間、市場に何が起きたのかを
描き、世界に衝撃を与えたノンフィクション小説。パタースン『ウォール街のアルゴリズム戦争』日経 BP
社も是非。
（角田）

○

その他の文芸書

書名

著者名

ロボット

カレル・チャペック作 千野栄一訳

AI と人類は共存できるか？

人工知能学会編

ロボット・イン・ザ・ガーデン デボラ・インストール

本体価格

出版社

ISBN コード

660 円 岩波書店

9784003277423

2,100 円 早川書房

9784152096487

850 円 小学館

9784094062373

・当ブックガイドに掲載しております書籍の書誌情報は 2018 年 1 月現在のものです。
・品切書籍がございますので予めご了承ください。
・未刊書籍および洋書には価格を表示しておりません。
・書籍をお探しの際は 13 桁の ISBN コードで検索すると便利です。
※ この冊子は 2018 年 2 月 4 日～2 月末までに紀伊國屋書店梅田本店にて開催のブックフェアで
無料配布されたブックガイドです。
冊子作成・印刷 勁草書房

