心理学の知見に基づく意識モデルの構築
Building a model of consciousness based on psychological findings
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1

はじめに

や動きなどからどのような原理で人が行動してい

1.1

るのかについて研究した。[3][4]

背景

近年、AI は急速に発展し、スマートスピーカーや

2.2

脳科学・神経学

自動運転技術など様々なものに搭載され、より身

脳科学、神経学の分野では、意識を医学的な意識

近なものになってきたといえる。しかしそれらと

と心理学的な意識の両方を取り扱い、機械が意識

同時に、AI の判断ミスや、人間の倫理にそぐわな

をもつために必要な要素を論じた論文も存在。[5]

い選択をしてしまい、問題になっている事例も取

2.3

り上げられるようになった。[1][2]
1.2

本研究の目標

情報工学

この分野では、心のモデルを用いてコンピュータ
に実装しようとする試みがいくつかあり、受動意

今後 AI が更に発展し、より広く普及するために

識仮説に基づいた心のモデルや、心の全体像を意

は、倫理的な問題を考慮する事のできる AI が必要

識したモデルを構築した研究など、コンピュータ

になると考えられる。

に実装可能なモデルが提案されている。[6][7]

本研究では倫理的な判断を行える AI を制作する

2.4

ための一つの基準として、倫理的な判断を行える、

医学

医学分野では意識を覚醒している、や意識がある、

コンピュータに搭載可能なモデルの構築を目標と

などの覚醒レベルとしての意識があり、意識の鮮

する。

明度によってレベルが存在する。[8]
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1

既存研究
2.1

心理学

本研究
1.1

モデルの構築法

心理学の分野においての意識の取り扱いは、フロ

本研究では,人間の価値観・倫理観・地域固有の文

イトやユングなどの心理学が挙げられ,ユングは

化・風習を理解,考慮した行動ができるような、AI

心を意識、個人的無意識、普遍的無意識の三層で説

に搭載できる意識モデルの構築を目指す。倫理観

明し、フロイトは局所論（意識、前意識、無意識）

や文化などを含んだ人間の考え方や判断を基準と

と後期では構造論（イド、自我、超自我）で説明し

した意思決定システムとしての意識の構築を目指

た。両者共に人の心を構造的に説明し、内部の構造

す。それらを実現するためにそれらを考慮したユ

ング心理学で扱われる意識をモデル化する。
1.2

意識の機能

行動選択が行動を選択し、行動プロセスが意識的
行動と無意識的行動の中から最終的な行動を選択

ユング心理学で用いられている意識、個人的無意

する。 選択された行動と行動結果は、学習に送ら

識、普遍的無意識を意識の機能として捉え、それぞ

れ、欲求欲望の抑圧と知識経験の学習に分けられ、

れがどのような役割を持っているのかをまとめる

それぞれの記憶の形に整えられてから格納される。

と、表１が得られた。

1.4

表 1 意識の機能
機能
意識

個人的
無意識
普遍的
無意識

役割
認識した情報に関連する情報を無意識から引き
出すことができる
欲求,欲望を引き出すことができる
欲求,欲望を抑圧することができる
コンプレックス (欲求,欲望が経験,教育などに
よって強く抑圧された物)
抑圧された欲求,欲望 (現在意識されていない
欲求,欲望)
人間の本能（母性本能や性欲などの人類が共通
して持っている元型）

表１に示した役割は、相互に影響しあっていると
考えられ、ソフトウェアとして考えた際のデータ
の流れを考え、必要に応じ機能を追加した結果、図

検証

現在、共同研究者協力の元、プロトタイピング型
開発にて ML エージェントへのモデルの実装、検証
を行っている。
2

おわりに
今回得られたモデルは、現時点では検証中のた

め、評価はできていないが、心理学からコンピュ
ータへ実装を可能とする手法はソフトウェアの新
たな開発手法になると考えている。
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