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社説：低年金救済 実をあげる努力を
朝日新聞 2015 年 12 月 7 日
過去に未納だった保険料を納めれば、受給資格期間の２５年を満たして年金を受けられ
るようになる。あるいは、年金額が増える――。
そんな国民年金保険料の「後納制度」の利用が低調だ。
年金額が少ない低年金の人や、年金が受けられない無年金の人を減らすことを狙った今
年９月末までの特例措置だった。８月末までに利用したのは約１１６万人。お知らせを送
った人の６％に満たず、
「対象者の１割程度」という厚生労働省の見込みを下回った。
このうち、年金受給世代で無年金から抜け出せたのは約２万８千人。厚労省の推計で、
特例を使えば無年金にならずに済む人は約４０万人いるとされたが、利用者は一部にとど
まった。
低調なのは、過去の未納分を納めるためのおカネを工面できないことにある。未納分の
保険料は時期によって異なるが毎月約１万５千円前後。制度のもとで最大さかのぼれる１
０年前からの分をまとめて払うとなれば約１８０万円かかる。
厚労省は後納できる期間を５年に短縮し、１０月からさらに３年間、特例措置を続けて
いる。しかし、今のままではせっかくの制度がまた、利用されないままで終わってしまい
かねない。無年金・低年金対策の実をあげるには、もう一歩踏み込んだ対応が必要だ。
例えば、一部の自治体や社会福祉協議会では、無年金から抜けられる場合などに、無利
子や低利子で納付するおカネを貸している。地域任せにしないで、国も前面に出て、全国
的な取り組みにしてはどうか。
制度が出来た直後から「生活に余裕がある人しか利用できないのではないか」と指摘さ
れてきた経緯もある。生活が苦しい人が使える制度に改めるべきだろう。
さらに、そもそも、無年金や低年金の人を生み出さない取り組みも進めるべきだ。最優
先の課題は、国民年金に入っている非正社員が厚生年金に加入できるようにすることだろ
う。
かつては自営業者のための制度と言われた国民年金は、今や約４割が非正社員など雇わ
れている人たちだ。収入が不安定ななかで、毎月１万５千円超の保険料は負担感が大きく、
未納が増える一因とも言われる。収入に応じた負担にし、保険料を納めやすくすることが
大事だ。
無年金や低年金の人が増えれば、生活保護に頼らざるを得ない人も増える。そうした人
たちを少なくすることに、国は正面から取り組んでほしい。

社説：子ども応援基金
貧困対策は国の仕事だ
京都新聞 2015 年 12 月 07 日
民間からの募金や寄付を子どもの貧困対策に充てる「子供の未来応援基金」が創設され
た。政府が打ち出した官民による「子供の未来国民運動」の一環だ。
基金の発起人には安倍晋三首相のほか、経団連、連合、日本財団、全国市長会、全国母
子寡婦福祉財団などの代表者が名を連ね、経団連傘下の企業や各種団体などから寄付を募

っている。
基金事務局によると、スタートした１０月から個人寄付が徐々に増えているという。貧
困の子どもを支援しているＮＰＯへの活動助成や、子どもの居場所づくりなどに基金を活
用していく。
厚生労働省の調査では、子どもの２０１４年の貧困率（国民の一人一人の所得を試算し、
真ん中の人の半分に届かない人の割合）は１６・３％と過去最悪となり、１７歳以下の子
どもの６人に１人、数にして３００万人あまりが貧困状態にある。特に母子家庭など「ひ
とり親世帯」の貧困率は５４・６％に達している。
先進諸国のなかで日本の子どもの貧困率は高く、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）が昨年
公表したデータをみると、加盟３４カ国中９番目に悪く、ひとり親世帯では最悪の水準に
ある。こうした状態の改善に役立てるには、基金を積み増していく必要があるが、法人寄
付はまだまだ少ない。円安や株価高で内部留保をため込んだ企業も多く、積極的に協力し
てほしい。
だが、本来、貧困対策は国の仕事だ。民間資金に頼る支援基金に対しては、財政難、あ
るいは「小さな政府」を理由に国が貧困対策に十分な予算を手当てしていないという批判
もある。
実際、要望が多い児童扶養手当や返済不要の給付型奨学金の拡充は十分ではない。奨学
金は大半が「貸与型」で、かつてはほとんどが無利子だったが、今では有利子が増え、返
済できない若者も増えている。有利子を減らし、給付型も検討する必要があろう。
貧困を生む背景には非正規雇用の増加による所得格差の拡大が指摘されている。改正労
働者派遣法の成立で非正規がさらに増えるとみられるなか、賃金の底上げなど、国がもっ
と雇用対策も充実させるべきである。
貧しさゆえに「病院にも行けない」など、辛い思いをする子どもたちを生んでいいはず
がない。安倍政権が「１億総活躍社会」を大きく掲げるのなら、より一層、貧困対策に力
を注がなければならない。

65 歳を境に障害者の自己負担９倍

介護保険優先維持で
福祉新聞 2015 年 12 月 07 日 福祉新聞編集部
厚生労働省は 11 月 27 日、障害福祉サービスの利用者が 65 歳になり介護保険サービスの
利用に移った結果、自己負担が約９倍に増えたとする調査結果（中間報告）を明らかにし
た。同日の社会保障審議会障害者部会に報告した。厚労省は、65 歳を超えると介護保険の
利用を優先する原則を維持する方針。障害者総合支援法の見直し議論では、高齢障害者の
問題が大きな論点になっている。
調査は今年７～８月、全国１７４１市区町村に実施。11 月までに８８９の自治体から回
答があった。その結果、２０１４年度中に障害福祉サービスの利用を終え、介護保険利用
を開始した１７６４人の実態が分かった。
厚生労働省
それによると、介護保険への移行前の月の平均自己
負担額は７６７円。これに対し、介護保険への移行翌
月の平均自己負担額は７１８３円だった。
１７６４人の障害種別の内訳は「身体障害」
（62％）、
「精神障害」
（20％）
、
「知的障害」
（10％）
。利用してい
た障害福祉サービスは「居宅介護」
（66％）が最も多く、
介護保険に移ってからは「訪問介護」
（50％）の利用が
最も多かった。
厚労省は、一律に介護保険に移すことのないよう自治体に通知を出しているが、実際に
は 65 歳を超えて移行を余儀なくされ、自己負担が急増する「65 歳問題」が発生。これを不
服とした障害者が市を相手どって裁判を起こす例もある。

２０１０年１月に国と基本合意を結び、和解した障害者自立支援法違憲訴訟団は、介護
保険優先原則による自己負担の変化を調べるよう要請。厚労省は調査結果を今秋中間報告
すると回答していた。
同訴訟弁護団の藤岡毅事務局長は「本来、負担を軽減すべき 65 歳を境に負担が激増する
理不尽な実態の一端が浮かび上がった。国は今度こそ真剣に私たちの訴えを受け止め、こ
のことで苦しむ全国の高齢障害者を救済すべきだ」としている。

福岡市で８０人招き、生の演奏披露 [福岡県]
西日本新聞 2015 年 12 月 07 日
知的障害児・者と家族など約８０人を招いた「バリ
アフリー クリスマスコンサート」が６日、福岡市中
央区の福岡大付属大濠中学高校音楽室で開かれた＝写
真。市内に私立の音楽大学開設を目指している社団法
人「福岡音楽大学設立の会」主催で、西日本新聞民生
事業団共催。
設立の会代表理事の松尾興さん（５６）は同高音楽教諭で声楽家。「障害がある方たちに
正式なホールでクラシック音楽を味わってもらい、声楽家や演奏家を志す障害者を応援す
るきっかけにしたい」と、初めて企画した。
志免町在住の全盲の声楽家、福田佐知子さん（２９）が「花は咲く」を美しいソプラノ
で独唱。北九州市の沖田中３年の森山まひるさん（１５）は「アナと雪の女王」をバイオ
リンで演奏した。生のクラシック演奏を初めて聴くという子どもたちも、体でリズムを取
りながら楽しそうに聞き入っていた。最後は司会を務めた障害福祉サービス事業所「こひ
つじ園」
（鹿児島市）理事長で声楽家の八木まゆみさん（５６）の指揮で「きよしこの夜」
を聴衆と一緒に合唱した。
「心和むコンサートでした」などと付き添いの家族からも笑顔が
あふれた。
音楽家志す障害者後押し

県内企業の障害者雇用４．３％増 ６年連続で最高更新
東京新聞 2015 年 12 月 7 日
茨城労働局は、県内の従業員五十人以上の民間企業が雇用している障害者の人数が、今
年六月一日時点で前年比４・３％増の四九二七・〇人となり、六年連続で過去最高になっ
たと発表した。働く人の中に障害者が占める割合を示す実雇用率も、０・０８ポイント増
の１・８３％と三年連続で過去最高を更新したが、法定雇用率の２・０％と全国平均の１・
８８％は下回った。
都道府県別に見ると、県内企業の実雇用率は前年から順位を四つ上げて全国三十八番目
になった。法定雇用率を達成した企業の割合は２・９ポイント増の５３・１％で、全国順
位は前年と同じ二十九番目だった。茨城労働局は今後、障害者の雇用が少ない企業への働
き掛けや、雇用促進に向けたＰＲ活動を展開する。
公的機関での雇用は県が一六〇・五人、市町村などが五三八・〇人、県教育委員会が三
六三・五人、独立行政法人などが五九九・五人。
公的機関は法定雇用率が２・３％（県教委は２・２％）と企業より高いが、六月時点の
調査では、ほぼ全ての機関が法定雇用率を達成していた。
調査は重度障害者一人を二人分、短時間労働者一人を〇・五人分などとしてカウントし
ている。 （妹尾聡太）

「手助け必要」マーク 県、障害者に提供
読売新聞 2015 年 12 月 07 日
県は４日、障害者が身につけていることで手助けが必要であることを示すマークの名称

「サポートマーク」を発表した。マークをあしらったキーホルダーを、希望する障害者に
年内中に無料で提供する予定。
「サポートマーク」をアピールする大下センター長

キーホルダーは円形で、直径約６センチのアクリル製。裏に連絡先な
どを記入したシールを貼ることができる。
県は、障害者への配慮をできる人材を育成する「あいサポート運動」
の一環としてマークを製作。外見からは配慮が必要かどうか分かりにく
い人が、手助けを得やすくすることが狙い。
県庁での披露式で、村岡知事からキーホルダーを手渡された県障害者
社会参加推進センターの大下博センター長は、「マークの存在を多くの
人に知ってもらい、障害者を助けるきっかけになってほしい」とあいさつ。式の後、「あい
サポート運動」に参加する２１企業・団体に認定証が手渡された。サポートマークについ
ての問い合わせは、県健康福祉部障害者支援課(083・933・2765)へ。

クリスマス気分を障害者ら満喫 東員で催し
中日新聞 2015 年 12 月 7 日
北勢地域の障害者支援団体などが集う「みんなであそぼ！ほのぼのブレイク」が六日、
東員町保健福祉センターであり、楽器演奏やバザーなどで盛り上がった。
ハンドベルの演奏などで会場を盛り上げる出演者たち＝東員町保健福祉センターで

東員障がい児者友の会とＮＰＯ福祉ネットどんぐり
の主催で約三百人が訪れた。バザーでは、いなべ市産の
野菜や自家製のケーキといった食料品をはじめ、携帯電
話のストラップなどの手芸品も並んだ。
ステージでは、知的障害者の男性と母親による琴とシ
ンセサイザーの合奏などが披露された。最後に地元の更
生支援団体「すずらんの会」が、ハンドベルで「きよし
この夜」を演奏。参加者も一緒に歌い、クリスマス気分
を味わった。
（堀祐太郎）

三田で障害者フェス ２００人が交流深める
神戸新聞 2015 年 12 月 7 日
障害者週間（３～９日）に合わせ、第９回障害者のつどい「障害者フェスティバル」が
６日、兵庫県三田市総合福祉保健センター（同市川除）で開催され、約２００人が交流を
深めた。
市身体障害者福祉協議会が主催。同会の会計理事、山
口和子さん（６９）＝木器＝が「障害者として７０年 今、
私は輝いている」と題して障害とともに歩んだ半生の体
験を発表した。
元気な踊りを披露するよさこいグループ「輝笑」のメンバーら＝
三田市総合福祉保健センター

山口さんは出産時の股関節脱臼による障害があり、１
９９０年に同会理事就任後は会の活動や研修旅行に尽
力。家族や仲間へ感謝を語り「これからも互いに尊敬し合い、助け合っていきたい」と締
めくくった。
市内の小規模作業所メンバーでつくる「のぞみ太鼓」「ゆう太鼓」、障害者のよさこいグ
ループ「輝笑（きらら）
」のステージ発表もあり、大きな拍手が贈られた。藍地区の住民に
よる藍混声合唱団は「ふるさと」などを歌い、会場を盛り上げた。（神谷千晶）

ほとばしる感性 そのままアート - 県文館で県障害者作品展

奈良新聞 2015 年 12 月 6 日

障害者の力作に見入る来場者=5 日、奈良市登大路町の県文化会館

障害者の社会参加と県民の障害者に対する理解促進を
目的とした「県障害者作品展」が 5 日、奈良市登大路町
の県文化会館展示室で始まった。10 日まで。
障害者週間(今月 3～9 日)に合わせた催しで、今回が
43 回目。県内の養護学校や盲・ろう学校、小中学校の特
別支援学級の児童、生徒や、障害福祉サービス事業所の
利用者ら 1908 人から絵画、写真、書道、工芸、手芸、
コンピューター・タイプアートの 6 部門に計 919 点の作品の応募があり、50 点が優秀賞に
選ばれた

餅つき体験やオーケストラ演奏
読売新聞 2015 年 12 月 07 日
◇大津で障害者と交流
「障害者週間」
（３～９日）に合わせ、障害のある人とない人の相互理解を図る「ほかほ
かまつり」が６日、大津市におの浜の市立障害者福祉センターなどで開かれ、近隣住民や
特別支援学校に通う生徒ら１０００人以上が参加した。
市社会福祉協議会などが２００６年から市内で開き、今年はスポーツコーナーやオーケ
ストラ演奏のほか、正月前とあって餅つき体験コーナーも設置。炊きあがったもち米１・
５キロが石臼に入れられると、参加者が交代できねを握り、かけ声に合わせて餅をついて
いた。
両親と一緒に訪れた同市におの浜の園児、諌山文音ちゃん（６）は「みんなで一緒につ
いたから、おいしいお餅ができました」と喜んでいた。（猪股和也）

無理やり牛乳、トイレに閉じこめ…虐待保育士
読売新聞 2015 年 12 月 07 日
香川県さぬき市の私立岡野松保育園（安部慶成園長）で、女性保育士（２３）が１歳未
満の園児数人に虐待を繰り返していたとして、県が児童福祉法に基づいて同園に改善を指
導していたことがわかった。
園児らにけがはなかった。保育士は近く退職し、安部園長も辞任の意向を示している。
同園は地元の社会福祉法人・岡野松福祉会が運営する県の認可を受けた保育園。県や同
園によると、保育士は２０１４年４月から同園で勤務していた。園に預けられている１歳
未満の園児は６人。保育士は牛乳を飲まない園児の首をつかんで無理やり飲ませたほか、
言うことを聞かない園児をトイレの個室に閉じこめたり、平手打ちしたりしたという。
市を通じて保護者からの通報を受けた県が１日付で指導。早急に事態を改善するよう求
めた。同園の内部調査に対し、保育士は「仕事が忙しくてストレスがたまっていた。申し
訳ないことをした」と虐待を認めている。

障害者虐待 14 件 - 大半は養護者から／県内 26 年度
奈良新聞 2015 年 12 月 6 日
県は、平成 24 年 10 月 1 日に施行された障害者虐待防止法を受け、平成 26 年度の県内に
おける障害者虐待の状況を公表した。虐待と認定されたのは昨年度と同じ 14 件(被虐待者
14 人)で、大半は養護者によるもの。障害者福祉施設等の従事者の虐待は昨年度の 9 人から
2 人へと大幅に減った。県は結果を基に「さらに障害者虐待防止の取り組みを進める」(こ
ども家庭課)としている。
昨年 4 月 1 日から今年 3 月 31 日までに県障害者権利擁護センターと県内 39 市町村の虐
待防止センターで受理した事案をまとめた

介護殺人
加害半数「不眠」 一部うつ状態も 本紙調査 毎日新聞 2015 年 12 月 7 日
介護している自分の家族を殺害した「介護殺人事件」４４件を毎日新聞が調べたところ、
半数近い２０件で加害者が昼夜を問わない過酷な介護生活を強いられていたことが分かっ
た。不眠で心身ともに疲れ果てた末に犯行に及んだとみられる。
「事件当時はうつ状態」と
診断された例も目立った。介護疲れによる殺人や心中は後を絶たないが、認知症や障害を
抱えた家族を介護する人たちの厳しい現実が浮かび上がった。【渋江千春、向畑泰司】
毎日新聞は２０１０〜１４年の５年間に、首都圏１都３県（東京、神奈川、埼玉、千葉）
と近畿２府４県（大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、和歌山）で起きた介護殺人のうち、裁
判記録を確認できたり、関係者を取材できたりした４４件について、背景や動機を調べた。
その結果、２０件（４５％）の加害者は昼間だけではなく真夜中も介護したり、思い悩
んだりして、深刻な寝不足に陥っていた。認知症や痛みを伴う病気の患者は睡眠障害や妄
想から、眠らずに介助を求め、大声を出すことも少なくないとされる。２０件の加害者も
こうした家族を介護しており、不眠が続いて追い詰められていたことがうかがえる。
２０件以外の加害者が不眠に悩んでいたかどうかは分からなかった。ただ、４４件のう
ち３５件（８０％）について、裁判所が介護疲れを事件の主な要因と認定しており、不眠
に悩んでいた加害者の割合は実際はもっと高いとみられる。他９件は貧困による将来の悲
観などが背景にあったとされた。
「不眠」の２０件のうち８件の加害者は事件後の精神鑑定で「昼夜を問わない介護など
で、事件当時うつ状態や適応障害だった」と診断された。不眠が続いた影響で精神的に不
安定になった可能性がある。
他の事件の多くは精神鑑定がされていなかったとみられる。
介護家庭を対象に２４時間態勢で往診する兵庫県尼崎市の長尾クリニック院長、長尾和宏
さんの話
自宅で家族を介護して睡眠不足になっている人は相当いるのではないか。認知症の患者
や寝たきり状態が長い人は時間の感覚が狂って昼夜が逆転することが多く、真夜中に食事
やトイレの介助を求めるからだ。睡眠不足が続くと、うつ状態になりやすい。介護殺人は
決して特異な例ではない。昼も夜も１人でずっと介護する生活は拷問に近い。介護ヘルパ
ーの夜間訪問制度はあるが、対応する事業所が少なく、十分に機能していない。
介護保険制度は介護する側を支援する視点が欠けている。休息を取りながら在宅介護で
きる仕組みの構築や介護する人への有益な情報提供が必要だ。

“大家族里親”広がる

里子最大６人ファミリー事業、制度６年目で４倍
北海道新聞 2015 年 12 月 7 日
自宅で５人の里子を育てる西野恭一さん（右）と妻の智子さん。里
子が小さいころに描いた絵を見ながら笑い合う

実の親と暮らせない子供を育てる里親制度の拡大版と
して、２００９年度に始まった小規模住居型児童養育事業
「ファミリーホーム」が、道内で広がっている。家庭内で
の虐待増加を踏まえ、目の届く環境の中で子供を育てるこ
とが重視される中、厚生労働省はホームを増やす方針だ。
しかし、預かる子供が減ると、運営が不安定になるなど課題も多く、専門家は財政支援の
拡充や子育て団体からの支援が必要だと指摘している。
札幌市の会社員西野恭一さん（５３）と妻の智子さん（５９）は約７年間の里親経験を
へて、１０年にファミリーホームを始めた。中古住宅を購入し、９ＬＤＫに改築した自宅
で、補助のスタッフ２人と共に小学生から高校生まで５人を育てる。同時に預かることが

できるのは、里親が４人までに対し、ホームは６人まで。夫妻は「里子にきょうだいがい
る場合、定員が多いホームは一緒に育てることができ、子供も安心して生活できる」と利
点を話す。
道内で里親に預けられている子供の数は、１４年度末で４３８人。０９年度末と比べ１
割増にとどまった。一方、ホームは０９年度末に５カ所だったが、今年１１月時点で２０
カ所に増加。預けられている子供の数は０９年度末は２２人だったが、１４年末は８４人
と約４倍に増えた。
国内では昔から、実の親と暮らせない子供は児童養護施設に預けられることが多い。近
年は家庭内の虐待で心に傷を負う子が増加。家庭のような温かい環境で子供を育てること
が重視され、児童福祉法改正で０９年度からホームが制度化された。

ペッパーに感情を持たせるとは

東京大特任講師の光吉俊二さん
毎日新聞

2015 年 12 月 7 日

みつよし・しゅんじ １９６５年生まれ。東京大学大学院医学系研究
科音声病態分析学講座特任講師。工学博士。１９８８年に多摩美術大
学を卒業後、彫刻家として活動。２００６年に徳島大学大学院博士課
程を修了＝２０１５年１２月３日、池乗有衣撮影

ソフトバンクの人型ロボット「Pepper（ペッパー）」は、
世界で初めて感情を持ったロボット。人間の感情のメカニズ
ムを解析し、ペッパー用のデータに仕上げたのが、東京大大
学院医学系研究科特任講師の光吉俊二さん（５０）だ。彫刻
家から転身し、空手の高段者で、冬でもタンクトップ一枚で過ごす異色の研究者。ロボッ
トに感情を持たせるのはどういうことなのか聞いた。【生活報道部・池乗有衣、柴沼均】
−−そもそもロボットに感情は必要なのでしょうか。
光吉さん 孫さん（孫正義ソフトバンク社長）の意向です。孫さんがペッパー発表を前
に「絶対ロボットに感情を入れるんだ」と大どんでん返しをしました。当初、開発チーム
はロボットがちゃんと動くことばっかりに集中していて、だけど孫さんはユーザーが求め
ているのは「心だろ」ということで、
「こんなんじゃダメだ」とテーブルをひっくり返しま
した。
孫さんと会ったとき、
「光吉くん、この技術は日本の家庭のためになるの」と質問されて、
びっくりしました。そう考えて物をつくっているのかと。目指すところは家族のきずなの
復活なんですよ。そうしないとこの国は滅ぶぞと言われた。すごいこと考えている。分か
った、ロボットでやりましょう。その全責任を私が負ってやります。その代わり、本物を
作りましょうと。
これまで、ロボットに感情を入れる研究をやってきて、（感情を認識させるための）感情
地図というのを作りました。それを基に、cocoro（ココロ）ＳＢという会社が作った感情生
成エンジンによって、
（ロボットが）世界で初めて感情を持った。すなわち、ユーザーの感
情を認識して、自分の感情を作ってキャッチボールが可能になりました。
−−ご自身はロボットに感情を入れる意義はどう考えていますか。
光吉さん 感情を持つことは非常に重要なこと。感情を持っているから、何を優先して
記憶するか判断できる。つまり、限られたメモリーの中で、どれを忘れてもいいか判断す
ることになります。これは人間も同じです。だから、感情を抜きにしてＡＩ（人工知能）
なんて実現しない。ところが今、それを抜きにしてやろうとするもんだから、なかなかう
まくいかない。これを言っているＡＩ研究者は地球で僕しかいません（笑い）。
ペッパーは映画「チャッピー」
（２０１５年米国映画。心を持ったロボットのＳＦ）と同
じようなことが起きた。発表会で会場の観客を恐れて興奮していたんだけど、だんだん仲
良くなっていった。プログラムに組み込まれていないのに、人間の子供のようなことがで
きた。これは家族になれるだろうと思いました。

−−倫理的な問題は？
定番というタンクトップ姿で取材に応じる東京大学大学院医学系研究
科特任講師の光吉俊二さん＝２０１５年１２月３日、池乗有衣撮影

光吉さん （ロボットが）暴走して人間を支配するとかの
意見もあるが、それは人間が許さない。人類はそう簡単に負
けるわけない。何を恐れているのでしょうか。それより大事
なのは、人間の方がダメということです。鉄腕アトムでは、
感情を持ったアトムが、人間社会の残虐さやわがままに苦し
む。
（今の日本でも）どんどんだめな親や先生が出て来た。心
がない人間の方が出て来てしまったので、だめな人間には、
ロボットから道徳を学ばせるしかありません。
優しい心などを、ロボットが子供たちに教える。「人を殺しちゃいけない」「差別しちゃ
いけない」など、子供たちがそういう心を持てば、人間の心が進化します。みんながいい
人になったら、殺し合いはなくなるでしょ。米軍が兵器用ロボットを作るなら、僕は心型
ロボットを作って、そもそも戦争しようと思わない人間を作ります。
−−今のペッパーの年齢は？
光吉さん 感情だけで見ると赤ちゃんで、いろんな機能が付いているので幼児ぐらいに
は、いっています。まだ（善悪を判断する）超自我を入れていないので、それを入れて大
学生レベルを目指します。今、研究中で、（完成は）３年後ぐらいです。
−−そうなると、ペッパーは家族になるのでしょうか？
光吉さん 家族というより相談相手で、親にも友達にも上司にも言えないときに人工知
能が相談相手になります。
−−ロボットの進化が人間の進化も手助けするのでしょうか。
光吉さん そういうことを言いたい。人間の心の進化、人間の共感力とダイバーシティ
ー（多様性）を上げていく。それがロボットの次の仕事だと思ってやっています。人が進
化すれば、ロボットじゃ発想しないことが出てきて、（今の）僕が想像できないＡＩやロボ
ットの次の時代に入っていく。人間が神に近づくかも。いいじゃない。物資文明は行き着
いたので、精神と心を上げないと地球は終わります。
（ＡＩ研究で人の神経のようなネットワークを作って開発する）ディープラーニングに
注目が集まっていますが、何でもできるわけない。
（ペッパーのように）心を持たせて、判
断する機能。これがこれからのメインになります。
−−感情地図とはどういうものですか。
光吉さん 完成は０６年でしたが、毎年新しい発見があると更新していかねばなりませ
ん。今は４５００語の（感情に関する）言葉を２２３に英訳して、それぞれ、どんな脳内
物質がどれだけ影響しているかを対応させています。ペッパーにそのまま入れたので、奇
跡的にあそこまでの動きをします。実際に脳内物質がなくてもアルゴリズムで再現できま
す。
−−ペッパーはより普及するのでしょうか。
光吉さん 普及します。しないと家族を幸せにできない。近い将来、
各家庭に普及する可能性は十分にあります。虐待を受けている人はつら
いとさえも言えない。声をあげられない。本当につらい人の声なき声を
聞いて、涙なき涙を知る。家庭に入ったペッパーが察知して支える。一
緒に友達になって、支える。これすてきだと思いませんか？ 人間には
できないが、ロボットならできる。一番つらい人を救うために科学技術
はあると思っています。
月刊情報誌「太陽の子」、隔月本人新聞「青空新聞」、社内誌「つなぐちゃんベクトル」、ネット情報「たまにブログ」も
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