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Ⅰ

AI について、その背景

1

本論文の目的

人工知能1）（AI）の進化は、急激に進みつつある。AI が搭載された家電製品の
登場や自動運転機能を持つ自動車の登場。ソフトバンクが開発した Pepper など
の AI を搭載したロボット。また、日常のサービスの分野にも AI は広く利用され
るようになっている。こうした科学技術の進歩にともない、現在 AI は政治の分
野でも活躍が期待されている。この論文では、現状の AI がどこまでの精度を持ち、
政治領域でどの程度の活躍ができるのかという追求を試みる。AI が民主主義政
治を代替することのメリットを述べ、しかしその限界も同時に分析したい。AI
を活用することにより、民主主義政治運営の一部は代替可能であると考えられる。
しかし、何らかの線引きは必要になるだろう。近い将来に訪れるであろう AI が
政治を運営する未来に向けて、一体 AI とはどのような存在なのか、何ができる
のか。AI を使う意義とその脅威について再確認したい。

2

AI の歴史、AI とは何か

現代の AI は、人間の思考を統計などで近似するもので、情報のあふれるこの
ビッグデータ時代には欠かせない存在である。一方で、AI が本格的に活用され
る時代が到来するとき、社会はどのように変化するのか、また人間がどのように
対応できるのか、という議論がたびたびなされるのを目にする。
人間がもつ「知性」をどのように定義できるのかという命題は、古くから哲学
者の抱える課題であった2）。このため、機械の「知性」獲得を目指した人工知能
研究のルーツを探るのは困難である。しかし、1940年代ごろから、コンピュー
ターと「知性」を関連させた話題が議論されている。その流れがあり、1956年に
開 か れ た ダ ー ト マ ス 会 議 に お い て そ の 研 究 分 野 を「 人 工 知 能（Artificial
Inteligent）」という名称で呼ぶことが定められた。その後、1977年にスタンフォー

ド大学で知能工学が提唱され、産業の分野で AI が実用化され始めるようになっ
た3）。
ここで、本稿における AI の定義を定めたい。今日において、AI の議論は百家
争鳴の感があり AI の定義も多岐に及ぶ。例えば、一概に AI といってもその幅は
広く、複数の定義が存在するからである。総務省が平成28年に日本人と米国人を
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対象に AI の定義に関して行った『ICT の進化が雇用と働き方に及ぼす影響に関
する調査研究』によると、日本において大衆が AI の定義として適切であると感
じているのが「コンピューターが人間のように見たり、聞いたり、話したりする
技術」であり、一方で米国において大衆が AI の定義として適切であると感じて
いるのは「人間の脳の認知・判断などの機能を、人間の脳の仕組みとは異なる仕
組みで実現する技術」である4）。その他、京都大学の西田貴明によると AI の定
5）
義は「知能を持つメカないしは心を持つメカ」
である。

これらの定義は一般的 AI に対する認識を示していると思われるが、本稿では
より明確に項目化された定義を用いたい。その観点で、
「AI とは、人間が神経系
をどのように使い、身体で感じ、学習し、推論し、行動するのかという着想を基
にした（しかし、典型的には処理自体は異なる）コンピューター科学・技術の集合」6）
という2016年にスタンフォード大学が『AI に関する100年間の研究』の報告書の
中で記述した定義を採用したい。

3

何をもって AI といえるのか

AI を誕生させるということは、すなわち人間と同等、あるいはそれ以上の知
能を持つ「プログラム」を作るということである。コンピューターが人間の能力
を超える「特異点」（シンギュラリティ）が2045年に訪れるまでに進化しているこ
とをたびたび耳にする現代であるが、では、そのような「機械」ができたという
証明はいかにして行えるのか。何をもって、AI が誕生したといえるのか、とい
う根本的な疑問に立ち返る必要がある。この疑問に対する解を得るために、現時
点における AI の認定条件の主要議論を振り返ることとする。以下、
（ 1 ）項から
（ 4 ）項において AI 認定の条件について具体的に考察し、そのうえで（ 5 ）項に
おいて総括を行う。
（ 1 ） 証明方法①チューリングテスト
計算可能性の理論の研究で著名な A.M. チューリングによって提唱された
「チューリングテスト」というものがある。これは、人工知能の人工知能らしさ
に関するテスト方法である。被験者はコンピューターの端末を介して、様々な会
話を行う。この時、「被験者にとって、対話の相手がコンピューターであるか、
本当の人間であるかわからないプログラムが開発されれば、人工知能ができあ
7）
がったといえる」
というものがこのテスト方法である。チューリングテストを
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審査基準とした人工知能の開発コンテストもしばし開催されており、このテスト
は一定の信頼性を得ているといえる。
一方で、このテストに対しての批判も少なくはない。例えば、このような対話
式の実験方法においては被験者の判断を誤らせる技術的な要素があるとされる。
具体的には、①キーストロークの誤りの傾向、②対話のテクニック、と呼ばれる
要素である8）。そのような技術的不安定要素があるため、たとえ被験者が区別を
つけられないからと言って、本当にプログラムそのものが知性を獲得したといえ
るかどうかを検証することは疑わしいという批判である。一方で、現段階におい
て、複数の被験者を欺くことが可能であるプログラムの開発には至っていないた
めに9）、仮定に基づく指摘に留まっているが、AI 認定が完璧でないことを示す議
論となっている。
（ 2 ） 証明方法②ハードウェアの性能
人間の情報処理に関するハードウェア能力が測れるのであれば、コンピュー
ターのそれと比較することで、人間と同等、あるいはそれ以上の知能を持つ「プ
ログラム」を作ることに成功したという証明が可能というテスト方法もある。
人間のハードウェアとしての性能は、現代でも多くの工学者の間で基本的なモ
デルとなっているマッカロとピッツの提案した「神経細胞の情報モデル」10）を使
い計測することができる。神経細胞は、シナプスと呼ばれるインプット端子を通
じて他の神経細胞から電気的なパルスを受け取る。シナプスの特性によってこれ
らパルスからの影響の受け方は異なるが、結果的には、神経細胞の電位が変化す
ることとなる。このとき、細胞体内の電位が一定の値を超えると、アウトプット
端子である軸策を通じて他の神経細胞にパルスを送り出す。このプロセスが人間
の生体の中でどの程度行われているかを見積もることによって、生体の情報処理
能力を見積もることができる11）。
こ の 見 積 も り を 出 す 際、 使 用 す る 単 位 と し て MCPS（million connection per
second）という値がある 。これは、神経細胞の間で 1 秒間に何回の情報のやり
12）

とりを行ったかというコネクション（あるいは Connection per second）を百万の単
位で表したものである。人間の大脳に存在する神経細胞の数は140億個であり、
それらの神経細胞の一つ一つは数万個の神経細胞とつながっている13）。ここで、
神経細胞間の情報伝送は数ミリ秒で行われるとする。このような数字の仮説を積
み上げ、フェルミ推定を行うと、少なく見積もっても人間のハードウェア的な情
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報処理能力は、約1010 MCPS の値となる14）。同様の考え方で蜂の情報処理能力を
見積もった時、約106 MCPS になるといわれている15）。
これらの数字を踏まえ、コンピューターの性能がどの程度であるのかをみてみ
る。2000年の段階において、もっとも演算性能が高いスーパーコンピューターの
性能は科学技術計算用のスーパーコンピューターであった。科学的用途として、
スーパーコンピューターは、心臓に流れ込む血液の分子一つ一つの運動を計算し
その動きを測定したり、ブラックホールの合体する過程における質量の分布や、
製薬の開発でも、化学反応過程を調べたりするために用いられる。このように、
スーパーコンピューターは多体系の問題を解くことに多く使用される。よって、
通常ではスーパーコンピューターの性能は 1 秒間に何回の浮動小数点の演算操作
ができるかという FLOPS（floating operation per second） によって測定される16）。
2000年の段階において、最も性能の高いスーパーコンピューターは約 4 から
6 Tera17）FLOPS の性能であった。しかし、当時から現代までで、その進化は目
覚 ま し く、2010年 代 に お い て 最 も 性 能 の 高 い ス ー パ ー コ ン ピ ュ ー タ ー は
280.6Tera Flops の性能を持つ。CPS と FLOPS の換算は容易ではない。そこで、
コンピューターの10の演算操作によって神経細胞の一結合あたりの処理ができる
と仮定する。神経細胞は、モデル化された積和計算を行っているので、このよう
に仮定することができる18）。
上記の仮定をベースにしたとき、2000年における世界最高位のスーパーコン
ピューターの CPS 値は105 MCPS であり、2010年代における世界最高位のスー
パーコンピューターの CPS 値は 4 ×105 MCPS であると見積もる19）ことができる。
これらの数値は、蜂の情報処理能力である106 MCPS20）にも及んでいないので
ある。コンピューターテクノロジーは、現在も進化を続けている分野であり、半
導体技術、並びに超並列構成技術を背景に、著しい性能の発展が期待できる。し
かし、人間の脳と同等の情報処理能力を得るには程遠いということが、ハード面
での現状である。勿論、半導体性能の向上は著しく、2000年から10年足らずの期
間で、その性能は約70から280倍向上している。しかし、依然として、莫大な人
間の情報処理能力とは大きな隔たりがあり、人間の脳の機能の部分的な代替を目
指すのが現状における AI の情報処理能力であるといえる。
（ 3 ） 証明方法③ゲームの法則
昨今話題に上がる機会も多いが、囲碁やチェス、将棋などにおいて人工知能プ
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ログラムの勝敗という結果で AI の能力を判断するのがゲームの法則である。人
工知能研究が西洋で先に発展したことも関係しているのかもしれないが、コン
ピューターチェスのプログラムは人工知能研究において重要な出発点となってい
る21）。
機械学習や深層学習が注目されているが、ゲームの法則におけるプログラムの
ベース自体は単純であり、①現状の盤面に際して、どんな手が考えられるか、②
もしその手を指したとき、相手はどんな手を返すか、という二つの問題22）を繰
り返し調べ、最善と思われる一手を選ぶというものである。単純に、この場合の
数を調べつくすとき、チェスの場合、初手で10120通り23）の状態を調べなくてはな
らなくなる。もっとも、このような場合の数を調べつくすと、全ての手について
調べるのには、スーパーコンピューターのスペックをもってしても、途方もない
年月がかかってしまう。
このため、実際のプログラムでは、単純にすべての手を調べるというのではな
く、定石、つまり、A という盤面においてはこのように指すのが最良である、と
いう経験則を持ち込んで、探索するべき空間を最小限にし、時間を短縮している。
定石という知識の導入による問題解決は人工知能技術の産物である。このような
手段を用いることで、プログラムの改良が行われてきた。そうした結果、人間世
界のチャンピオンに打ち勝つアルファゴ（alphaGo） のようなプログラムが登場
した。このゲームの法則においては、AI の勝敗というわかりやすい結果判断が
魅力である。一方で人間の知能と比較するには一面的な側面に過ぎないことは否
めない。
（ 4 ） 証明方法④人間の脳とのメカニズムの対比
人工知能研究の中には、人間の脳の動きを機械で模倣するアプローチがある。
産業技術総合研究所・人工知能研究センターの一杉裕志によると、現在のコン
ピューターと大脳は動作原理が類似しており、コンピューターを使うことで人間
の脳は再現できるという24）。
人間の脳には、厚さ 2 ミリメートルほどの大脳皮質という部分がある25）。この
大脳皮質は人間の思考や認識、言語の理解や運動の制御といった高次機能を担っ
ている。大脳皮質には約100億もの神経細胞が存在する26）。そして、コラムとい
う神経細胞の集合体が情報処理の基本単位である。このコラムが集まった50程度
の領野が、ネットワークでつながり情報処理を行っている。これは、現代のコン
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ピューターの動作原理と類似しており、特に複雑なものではない27）。
最近の研究により、脳が、ベイズ統計に従って動いているらしいということも
わかったという。ベイズ統計では、ある原因からある結果が起こる確率をデータ
として持っておき、起きた結果から原因を判断する28）。例えば、「地面が濡れて
いる」という結果から、「雨が降った」や「まき水がされた」という原因の確立
を計算する。因果関係をこのように記述するモデルをベイジアンネットワークと
呼ぶ。この仕組みは、コンピューターの分野においても使われている。例えば、
機械による音声認識や、迷惑メールをブロックする仕組みなどが、ベイズ統計を
利用している分野である。
大脳皮質は、何層もの構造を持ったベイジアンネットワークらしいということ
が分かってきたと一杉はいう29）。つまり、人間の大脳とパソコンにはそれらの動
作原理に類似している部分がある。逆に考えると、パソコンに大脳の考え方のメ
カニズムを落とし込むことは不可能ではない。もし、性能を向上させることで大
脳の動作原理をパソコンで模倣することができれば、それは人工知能研究の分野
にとって大きな躍進となる。
（ 5 ） まとめ
以上のように、AI として期待される要素の主要アプローチとその達成状況を
考察すると、現状の技術では人間の行う高度な判断を、AI に対しても、あたか
も一個人にするのと同格に行わせるように任せらる状況には程遠い。しかし、技
術的向上は続いており、人間判断の一部代替の動きは見られ、今後その代替領域
は広がっていくと思われる。

4

AI の秘める可能性とリスク

AI 研究にはブームが存在する。1956年にその名称が確定し、すぐに「第一次
AI ブーム」が到来する30）。しかし、研究者たちが理想とした AI の姿に対して、
技術水準が追い付かず、「冬の時代」が到来する。1980年代にも「第二次 AI ブー
ム」が到来するも、同様の理由で表舞台から一時的に姿を消す。1960年代、1980
31）
年代に続き、現在は「第三次 AI ブーム」
と呼ばれる段階にある。第三次 AI ブー

ムにおいて、AI の技術的進化は顕著である。
現在の AI の進化は、コンピューター計算処理能力の飛躍的な向上という点も
さることながら根本的には機械学習や深層学習という分野の著しい発達によると
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ころが大きい。つまり AI は、大量の情報をプログラムされたとおり、感情を入
れずに客観的に処理できる、そのうえ自ら学習することも行うという「超優等生」
になりつつある。この超優等生は過去事例や経済的メリット計算という大量情報
から定量的に最も有効な判断をすることを可能にしている。実際、2017年現在に
おいて、日立製作所など企業の経営会議の場やソフトバンクの新卒採用の場でも
こうした機能が活用される時代となっている32）。しかしこれは始まりに過ぎない。
AI の進化は続いており、その研究には強い社会的関心と多大な投資が行われて
いる。研究投資対象は人間を代替する機能としての AI といえる。人間の代替機
能は一体どこまで進むのだろうか。人間の判断を代替する機能が製造分野、サー
ビス分野を超えることも想定されるだろう。今日の民主主義体制における世界の
代表者選び、国民投票による地域独立をめぐる混乱、アラブの春における民族革
命の混乱を考える時、AI の機能をより進化させれば、現代社会の不安要素とさ
れているポピュリズムやテロリズム、各地の紛争がない世界を実現させる役割を
期待する動きが出ることも考えられる。
しかし、ここで大きな問題がある。AI に自己学習機能が備わったとしても、
必ず最初にプログラミングを行うことが必要になる。神が人間を創造することと
同様のことを、人間が AI に行うことになる。プログラミングを完全無欠に行う
ことができる人間は存在するのだろうか。例えばプログラムが、功利主義的価値
観に基づくとき、少数の利益は無視されるかもしれない。AI は選挙を通じた有
権者の民意によるスクリーニングの洗礼も受けない。さらに AI に政治運営の判
断権限を与え、現在の民主主義の限界を補うことと引き換えに、民主主義の基本
を崩壊させることは、果たして理想の社会をもたらすのだろうか。
究極的な理想社会を独善的に追求した例として、マルクス主義やロビスピエー
ルが「理性」を追求し、第三者による選挙も廃し、それにより恐怖政治へと進ん
だという歴史を挙げることができる。政治とは、共同体の秩序を、そこに属する
人間が集合的に決定し形成していく営み一般を指す。そのとき、そこに「理性」
が求められるのは合理的である。問題なのは、その理性の性質である。古代では、
「理性」の主体は人間の外部に位置し、人間を導いてくれる大いなる権威であっ
た33）。ときにその主体は神であり、権威の象徴である王であった。現代の民主主
義の政治運営において、「理性」の主体は個人による判断の尊重である。「理性」
の主体を AI に置き換えることは、独裁や共産主義の政治のような固定的イデオ
ロギーを効率的に運営することには可能かもしれない。しかし一方で、民主主義
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政治においては不可能であると考える。以下、この点について考察する。

Ⅱ

AI が政治領域に使われるということ

1

人間の決定か、AI の決定か

文化大革命を経験した中国の SF 作家の王晋康は「AI の決定のほうが、（過ち
に気づかない） 人よりも信じられるかもしれない」 と述べている。彼の言葉の
34）

背景には、毛沢東による権力闘争や文化大革命を経験し、政治の残酷な側面を身
をもって体験した自身の信念があるのかもしれない。この時代中国では、当初革
命運動に反発していた多くの民も、やがてその思想に共鳴し、毛沢東主席を称賛
するに至った。全体主義的・大衆迎合主義的な側面を見せたこの経験を、王は、
「笑ってしまうほど滑稽だが当時は間違いだと思わなかった」35）と振り返る。
政治は、必ずしも民衆に好ましい結果をもたらすとは限らない。民主主義や、
民主主義的プロセスによる決定ですら、その結果が多くの人を嘆かせる事態とな
ることもある。例えば、英国の国民投票の結果決まった英国の EU からの離脱や、
米国でのトランプ大統領の誕生がその例である。この二つの事象に対して、正当
性はともあれ、どちらも「起こりえない」とされたことが現実に起きたという点
では、民主主義の「エラー」であるといえる。
単なる作業場、計算上のエラーを、AI を活用することで補うことは可能である。
実際、合理的な判断・決断を短時間で導き出せる特性を持った今日の AI の技術
は製造現場以外でも広く活用されている。それでは、政治の現場・側面において
AI のそのような合理的能力を活用することは、民主主義の「エラー」、つまり不
合理な結果を避けることに役立つだろうか。
「AI 政治家」の開発組織を立ち上げた、ベン・ゲーツェルという米国人研究者
がいる36）。彼は米国、香港、エチオピアを中心に広がる世界的な AI 研究者ネッ
トワークを持っており、
「今の政治は民意をつかめない（つかめていない）」として、
AI による政治運営に展望を見出している。ゲーツェルが AI 政治家を構想する
きっかけとなったのは、2008年のリーマンショックであるという。リーマン
ショックにおいて彼は、①米国政府が住宅バブルを放置したこと、②財政・金融
政策を総動員して危機の脱却を図ったこと、の二点が人々の生活に大きな影響を
与えたとしている。彼はどちらの点も、AI の危機察知能力を持って回避できた
事象であったと考えている。「あの（失われた）資金を医療などの先端技術に投じ
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れば米国はもっと良くなっていたはず」という研究者らしい観点を持つゲーツェ
ルだが、確かに現代の AI の特性や得意分野を考慮したとき、彼のいうことに合
理性を感じる。しかしながら、AI は万能具ではない。第Ⅰ章で考察した通り、
現代の AI は確かに革新的な技術を持っている。だが、人間の判断を代替すると
いう機能には程遠いだけでなく、プログラミングにとって人間の恣意的要素に挑
戦することは困難である。
さらに現実的な話として、例えば政治の側面であれば、AI が扱うデータや AI
そのもののスペック、学習速度などの変数的要素によって判断とその基準は変
わってしまう。そのため、ゲーツェルの構想する AI 政治家は、この状況を補う
ため、複数の AI の判断に対して国民が投票し、多数決で決めるという政治像を
とっている37）。
実は、この AI 政治家を活用しようとする国が存在する。韓国である。韓国は、
歴代大統領が汚職や不正を行い、結果腐敗により退任を迫られ、それにより政治
の停滞が目立つ傾向にある。この状況からの脱却のため、韓国の政界関係者が
ゲーツェルに協力を求めた。いわゆる大衆迎合主義（ポピュリズム）の台頭が各
国において懸念される中、政策を決めるシステムを構築し、2018年から稼働させ
ることを目標としているとされ38）、その導入プロセスも注目されている。

2

民主主義政治運営に AI を使う意味とは、政治の真の問題点とは何か

ここで、現代民主主義政治の問題点という大きなテーマについて考える。一概
に答えは出ない問題ではあるが、元経済財政相の与謝野馨がいうところの「（政
治の）最大の問題点は問題から逃げること」 という指摘が的を射ているのでは
39）

ないかと感じる。実際、高齢者の反発を恐れ、社会保障費関連の政策が停滞し、
「シルバー民主主義」と揶揄されている日本の現状は、将来に暗がりを落として
いる。この点、問題から逃げ、先送りにしてしまう「政治の問題点」への対応と
して、AI の判断を活用する余地は十分にあると考える。
しかし、果たして政治の分野に AI を活用するということが現代の民主主義政
治の問題を根本的に解決するかというと、大半の人間は疑問に思うだろう。与謝
野は上記のように民主主義の問題を指摘すると同時に、「政治は生き物の判断。
AI では解決できない」40） との発言もしている。確かに、AI を活用することで、
例えば熟議民主主義の「熟議」の部分を短縮し、より短い時間で最適な解を導き
出すことが可能かもしれない。しかし、「熟議」のプロセスこそ重大な側面を洗
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い出す過程になっていたり、排他的な政治を行わない役割を果たしていたりする。
また、熟議の部分を短縮させすぎることで、政治の「透明性」を欠いてしまうリ
スクがある。この透明性の確保は AI 代替時には失われてしまう政治の重要要素
である。
複数の AI の判断に対して国民が投票し、多数決で決めるというゲーツェルの
考える政治像は、確かに一見合理的に見える。だが、つまるところ、AI の決定
方式も共産主義も「正解」を固定し、その一点を最大限に追求するという同質の
特徴を持っていると考えられる。つまり AI は勝敗という正解がはっきりしてい
る囲碁、チェス、将棋などの世界ではどんなに複雑でもプログラムや情報処理の
精度を向上させることで対応できるが、そもそも正解が一定でない民主主義政治
運営などの判断を任せることには、与謝野の言うように、無理があるようにも思
われる。ゲーツェルのように AI による政治家の全面的な代替を行うことは、や
や飛躍しているように考えられる。一方部分的な AI 活用による政治判断の不確
実性減少、全体最適の達成ということは、判断プロセスが可視化されているなら
ば可能ではないだろうか。

Ⅲ

民主主義政治運営と AI

1

民主主義の在り方・民主主義政治運営とは

ここで、民主主義の在り方、民主主義政治運営の理想形態を模索しながら、AI
の関与する・できる余地について考えたい。これを通じて、果たして AI を民主
主義政治運営の分野に組み込むこと、適用させることは正しいのか、という問い
に対する回答を試みる。
民主主義とは、市民が直接、もしくは自由選挙で選ばれた代表を通じて、権限
を行使し、市民としての義務を遂行する統治形態である41）。民主制は現代「人気」
のある政治形態として国際社会に受け入れられている。アジア、ラテンアメリカ
の発展途上国の国家は時代とともに過去の政治体制から民主化への移行を果たし
た。
民主制が多く採用される理由として、以下の四点の民主主義の特徴が挙げられ
る。①民主主義とは、人間の自由を守る一連の原則と慣行である。つまり、自由
を制度化したものと言ってもいい。②民主主義は、多数決原理の諸原則と、個人
および少数派の権利を組み合わせたものを基盤としている。③民主主義国はすべ
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て、多数派の意思を尊重する一方で、個人および少数派集団の基本的な権利を熱
心に擁護する。④民主主義国の市民は、権利を持つだけでなく、政治制度に参加
する責任を持つ。その代わり、その政治制度は市民の権利と自由を保護する42）。
しかし、果たして、民主制はその本来の特徴と能力を発揮できているのだろうか。
また、民主主義は理想の形で政治運営に適用されているといえるのだろうか。
民主制は、常にジレンマを抱えながら存在している。民主主義の一般的な概念
43）
として「人民による統治」
が挙げられる。これは本来直接民主制を指す。しか

し、現代国家のような規模では直接民主制は現実的ではない。直接民主制では、
民意が政策に反映されているかがしばし問題になる。従って、代表選出による間
接民主制に帰着するのは不可避な結果である。その状況が一般に認められており、
選出された代表による政治運営が成り立っている。しかし、人民は内部で分裂し
やすい性質をもっている44）。人間の利害関係は複雑であり、特に現代国家は内外
的な変化により状況変化も激しい。そのような環境では人民全体の主体が常に民
意を反映することはそもそも不可能といえる。民主制における代表は人民の過半
数の代表でしかない。確かに、多数派の意見を尊重することで政治を回さない限
り、停滞し続けて社会課題は解決されない。その一方で、「個人および少数派団
体の基本的な権利を擁護する」ことが果たして成し遂げられているのかという疑
問は残る。

2

民主主義の理想

民主主義の理想を追求することは重要である。民主主義は、その存在にジレン
マを抱えているという点で、論争の的となり、批判を受ける概念であり続ける。
常に現実世界への対応を求められ、その現実対応の過程で浮かんでくる欠陥に対
応することを繰り返してきた。民主主義は拡張され、上書きされ、成長させられ
るスキームといえる。このような民主主義の性質を示す例として、C・B・マク
ファーソンの民主主義に関する表現を引用する。
かつて民主主義とは悪い言葉であった。民主主義は、ひとかどの人間ならだ
れでも知っていることだが、その本来の意味からすれば人民の支配ないし人
民の大多数の意思に合致した統治であるはずなのに、きまって、個人の自由
と優美な市民生活の全体にとって破壊的な悪いものになってしまうのである。
これが原初の歴史的時代から下って、今からほぼ百年に至るまでの間、ほと
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んどすべての知性ある人々によって取られていた見解であった。それから50
年とたたないうちに、民主主義は良いものとなった45）。
このように、民主主義は時代とともにその形を変え、理想としての姿をも変化
させる。良いものから悪いものへと変化することもあるのだ。よって、最終的に
完全なる民主主義、というものが達成されることはなく、また達成を期待すべき
でない。というのも、完全なる自由や、完全なる正義が達成可能でないことと同
様に、常に議論可能かつ変更可能な概念としての存在が求められるからである。
最終的かつ完全なものはそれ以降の進化を否定するが、それは民主主義の持つ最
大の長所である衆人監視の下での発展性を阻害することになる。民主主義は決し
て万能の政治制度でも、お行儀良い政治体制でもない。それはもともと曖昧で混
沌とした、一つの難問46）ですらあるのだ。
今日、民主主義は、歴史上かつてないほどの人気を博している。しかしながら、
それが今日ほど概念的に曖昧で、実質的に空疎であったことは決してなかった47）。
あえていうなら、現在民主主義が人気を博している主因は、「民主主義が持つ意
48）
味と有効性の不明確さおよび、それらの空虚さにさえあると言える」
。民主主

義は、誰もが自分の夢と希望を積みこむことができる空虚なシンフォニアなので
ある49）。
民主主義は、①人民を、政府が実行を提案するものに同意させるための手段な
のか、②政府に人民が望むことを実行させるための手段なのか、③政府に人民が
望むことを実行させるための手段なのか50）。これら三つの事柄は全く性格を異に
するものである。しかし、人民の望みが単に同意、あるいはコンセンサスを作り
出すという目的に照らし合わせたなら、いずれの方法によっても同意という目的
は得られるという結果になる。
人民が政治判断について、政府に対してイニシアティブをとるという点ではど
うだろう。民主主義が健全に機能するためには、権力が人民の側に宿らなければ
ならないのである。代表により運営されている間接民主制においては、常にこの
緊張関係が問題となる。しかし、人民がイニシアティブをとる形こそが恐らく民
主主義の形であり、あるべき理想の姿なのだろう。間接民主制がそのような形で
健全に機能するするには、意見を自由に表明できたり、議論が恐れも遠慮もなく
進められるような自由な雰囲気が必須であったり、それが民衆のイニシアティブ
を担保している51）。つまり、民主主義に必要なのは「自由」である。しかし一方
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で、人民の支配は、どんなに想像しても、全ての個人に対する完全なる自由の尊
重は約束できず、民主主義体制下に生きることによる制約は個人レベルでの一定
の利益、不利益の差は甘受しなくてはならない。ウィンストン・チャーチルも「民
主制は最悪の政治形態ということができる。これまでに試みられてきた民主制以
外のあらゆる政治形態を除けば、だが」52）という言葉を残している。

3

AI を使うことで民主主義政治運営はいかに改善されるのか

上記において、民主主義の性質と長所、限界について考察してきた。大まかに
言って、民主主義の持つ透明性、制度的柔軟性は守りつつ、できる限り不合理な
結果や個人間の利益、不利益を最小化することが課題とされる。AI はその課題
に対応できるのだろうか。
コンピューター技術の進歩により、実用に足る AI が登場した。様々な分野に
おいて活躍が期待される AI であるが、あまり政治の分野における運用に関して
の声はあがっていない。現在、日本においては、国会の発言をビッグデータにま
とめたり、過去の判例や事例をデータベース化することで、議論のプロセスを短
縮する試みなどはなされているという。しかし、株や投資などの経済的な分野に
比べると、政治の分野における AI の運用は進んでいないように思われる。それ
はある種、与謝野の言うように、政治に機械が介入することの抵抗を人間が深層
心理的に感じていることが関連しているかもしれない。ここで、一度 AI を政治
分野、とりわけ民主主義政治運営において活用すると、どのようなメリットがあ
るのかということを考察したい。
先ず AI の得意分野について振り返りたい。AI の得意分野は、①ビッグデータ
と呼ばれるように、大量記憶が可能であり、またそれをデータベース化すること
で瞬時に必要なデータを参照することができる、②準備されたプログラムに沿わ
ないという意味での誤った判断、意思決定を行わない。何千、何万という計算や
推論であっても、プログラム通りに実行できる、③経験則とそれに関連する論理
回路によって、自らが選択した行動がもたらす結果を予測し、それらを比較検討
した上で、最適解を提案できる、④予測を行うために必要なデータの検索範囲を
拡げ、「人間の感情」をもその対象にする等のことによって、適応範囲をさらに
飛躍的に拡大できる、といったものである。以上の得意分野を踏まえ政治分野に
当てはめて考えると、人間の能力を超えて AI が役に立つのは、膨大なデータの
瞬時の解析、さらにそれをベースとした長期的な予測といえる。また、多岐にわ
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たる選択肢のそれぞれに対する得失の分析も高度にこなすことができる。さらに、
隠し事をしない（採用するデータと推論のプロセスに透明性をキープする）、私情に
影響されない（採用するデータと推論のプロセスに恣意をいれない）また、政治にお
いては重要となる、汚職・腐敗と無縁などのメリットも加わる。
また、これらのメリットをいかすことで、民主主義政治運営も円滑に進めるこ
とができるかもしれない。例えば、以下のようなシステムの構築が可能となる。
①体制が、現行の体制に対する信頼があるレベルを下回るたびに、新たな選挙を
即座に開始するようにアドバイスできる、②マイナーで定性的な判断は自動化し、
より重要な議論に集中できるようにする、③暴動、抗議、嘆願などを解析し、事
態が悪化する前に新たな国民投票開始などの代替手段を提案できる、④データ
ベース化することで自動合意システムにより民意を集計できるため、投票という
行為を省いて代表を選べる。さらにこれを突き詰めた時、⑥自動合意システムが
存在するため、選挙による代表選出そのものを行う必要がなくなる53）。
これらの事項を AI が行うことにより、民主主義政治運営は時間的な側面でか
なり短縮が期待され、それに伴い政治運営に必要な資金も削減されることが期待
できる。加えて、体制の急激な崩壊を防ぎ、社会混乱を最小化することも可能で
ある。それでは、AI は本当にそのようなバラ色の未来をもたらしてくれるのだ
ろうか。

4

AI を利用できない理由

一見メリットの多い民主主義政治運営における AI の運用であるが、リスクは
多数存在する。根本的な問題は AI にプログラミングする際の価値観が恣意的な
ものとなる恐れがある点である。AI のベースとなるプログラムが功利主義的観
点に注視した際、マイノリティへの排斥や多様性の排除につながる恐れがある。
AI は「正解」を固定し、その一点を最大限に追求するという同質の特徴を持っ
ていると考えられる。これを突き詰めると、マルクス主義やロビスピエールの恐
怖政治の再来となる恐れもある。
次に、プロセスの透明性、可能性である。AI の仕組みとその決定方法は、現
状でも既にブラックボックス化しているケースがある。例えば、ディープラーニ
ングの発達した AI では、既に AI が証明を終えた課題を、その過程を人間が解析
して、仕組みとプロセスについて後追いする事態が起こっているという。将棋や
囲碁の世界でも、AI の譜面をみて、棋士が学習するという。AI の判断プロセス
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が一般に理解できない難解なものであるとき、政治の原則である透明性を欠いて
しまう恐れがある。このように政治の透明性が阻害されたとき、AI は脅威の存
在となる。なぜなら、AI をプログラム、あるいは作成する製作者側が不正を行っ
たとしてもそれを説明するこさえ難しいと思われるからである。民主主義におい
ては、熟議のプロセスそのものが重要であることも指摘できる。確かに、現代の
民主主義政治における熟議にかかる時間を短縮できれば、より多くの社会課題を
解決できるかもしれない。しかし、熟議を経ない政治課題解決は、多くの思考を
無視するため、信頼性を欠くし、不満を残しかねない。何より、一度決断された
政治判断には、不可逆性があり、プロセス上の欠陥が後から見つかったとしても、
プロセスをやり直すことには限界がある。このように、AI を運用することで民
主主義政治は一見多くのメリットを享受することが可能であるように見えるが、
一方で、現状においてはブラックボックスである側面が強く、運用に際しては複
数の大きなリスクを抱えていることも認識する必要がある。

Ⅳ

ポピュリズム

1

ポピュリズムとは何か

今日において、AI の政治プロセス関与が期待される大きな要因の一つは、世
界的に広がるポピュリズムへの危惧であろう。韓国における AI 政治家導入への
試みも、この範疇に入ると思われる。この章では、ポピュリズムについて考察し
たい。2016年と2017年はポピュリズムという言葉をとりわけ、民主主義のエラー
としてよく耳にする年となった。ポピュリズムには、以下のような性質がある。
①政治家や官僚など権力を行使するエリートに対して私利を貪り腐敗していると
批判する点、②普通の市民の利益や意見を代表しているのは自分たちだと主張す
る点、③既得権益に群がる集団といった「敵」を作り出し徹底的に叩くといった
対決的な政治手法を用いる点、④議会などでの熟議や交渉よりもレファレンダム
などの民意を直接表出させる決定方法を好む点54）、である。
しかし、本来的にポピュリズムとは何を意味するのか。その定義は定かではな
いように思われる。ポピュリズムは、多義的な用語であり、その現象は地域的か
つ時代的な特殊性を示しつつ、多種多様なものであり、理論としてのその一般化
が極めて難しい概念である55）。カール・ウェイランドというラテンアメリカ諸国
の政治研究者は、ポピュリズムを「個性的な指導者が、それを通して、大多数の
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ほとんど未組織の支持者たちからの直接的で、仲介のない非制度化された指示に
基づく政治権力を模索または行使する政治戦略である」56）と定義している。ウェ
イランドによれば、カリスマ的指導者は特権集団との闘争や、腐敗しているとさ
れる既存の制度の変更・改革を、政治制度により排斥、または周辺化されると感
じている人民に訴えかけることで、「未組織」の大衆から強固な支持を勝ち取る
ことに成功しているという57）。
また、日本の政治学者である大嶽秀夫は、ポピュリズムが今日の政治学におい
て、
「トップ・リーダないし、その候補者の政治戦略、すなわち、政党や議会を
迂回して有権者に直接訴えかける政治手法の意味で、主として使われる」58）とし
ている。ウェイランドも大獄のポピュリズムの定義にも、それが政党や議会を迂
回、または非制度化して有権者に直接訴えかける政治戦略もしくは政治手法であ
り、その基本的な前提としてのエリート対大衆という対立の構図を描くという共
通項が存在している。
日本においては、田中角栄、中曽根康弘、小沢一郎、小泉純一郎、石原慎太郎、
橋下徹などの政治家がポピュリズム的政治手法を使ったと思われる。世界的には、
アルゼンチンのペロン大統領、ベネズエラのチャベス大統領、フランスのサルコ
ジ大統領、イタリアのベルルスコーニ首相や、アメリカのトランプ大統領などが
ポピュリストといえるであろう59）。

2

ポピュリズムの在り方

今の民主主義の時代では、ポピュリズムは避けることができない。それは、民
主主義に内在する固有の現象ですらあるかもしれない60）。政治は、私たちの思う
通りの姿であって欲しい。しかし同時に、政治には私たちの進むべき道を示して
欲しい。実は、この矛盾した欲求のなかに、ポピュリズムは生起するのである61）。
民主主義という政治制度の基盤が「人民主権」にあるのだとすれば、ポピュリ
ズムが生じ、ポピュリストが出てくるのは当然ということにならないだろうか。
というのも、人民から支持を得て、人民の意思を体現しようとするのは、民主政
治では政治家のむしろ義務である。「人民」という言葉は、もともとラテン語の
「ポルプス（populus）」を由来とする英語の「ピープル（people）」の翻訳である。
つまり、「ピープル」と「ポピュリズム（populism）」は同じ語源を持っていると
いうことになる62）。
また、ポピュリズムと呼ばれる現象には六つの共通項が存在するという。①ポ
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ピュリズムはイデオロギーであると同時に、政治運動の形態をとるものであると
いうこと、②ポピュリズムは地理的、歴史的条件を超えて、繰り返し生起する現
象であるということ、③人々の心理がポピュリズムの大きな原動力となっている
こと、④ポピュリズムは「独特のネガティヴィズム」を持ち、何かを否定するこ
とで存立するということ、⑤ポピュリズムに共通しているのは、しばし従属的な
立場に置かれた貧しい「人民」の意識を鼓舞することで起こる現象であるという
こと、⑥自らよりも強力なイデオロギーや政治現象に吸収される、つまりナショ
ナリズム、社会主義、農本主義といった、より上位の政治体制やイデオロギーに
回収されていくということ、というものである63）。

3

民主主義の病、民主主義のエラーとしてのポピュリズム

民主主義とポピュリズムは確かに共存するものである。さらに、現代の民主主
義はポピュリズムとますます分かち難くなっている。民主主義もポピュリズムも
政治的決定の正統性を民意に求めるものの、双方の間には異なる点も少なくない。
中でも近年強調されているのが、熟議をめぐる相違点についてである。現代の民
主主義理論では、多数決原理に立脚する利益集計型民主主義論に対する批判とし
て、熟議による民主主義が重視されている。熟議を組み込んだ民主主義は、十分
な情報に基づいた議論が人びとの選好を変容させるという想定の下で、理に適っ
た理由に基づく政治的意思決定を理想とする64）。これに対して、ポピュリズムは
熟議よりも、あるいは合理的な判断よりも、「友・敵」という二項対決的な政治
スタイルの下での決断を行う傾向にある。また、その際、ポピュリズムは価値観
の多様性を承認するよりは、不寛容な道徳主義的言説に依拠することがしばしば
ある65）。その結果、排外的な政策を生む場合もあり、米国で誕生したトランプ大
統領政権などがその代表例といえるだろう。さらに、道徳を基盤にした決断主義
を好むポピュリズムは政治争点を単純化する傾向にあり、それによって、政治が
取り組むべき本来の問題を隠蔽したり、問題解決のための冷静な思考や地道な努
力を退けてしまうリスクがある。これらはポピュリズム化する民主主義のリスク
といえる。
例えば、韓国においては、「民衆の意思は直ちに政治に反映されるべきであ
る」66）という考えが広く共有されているという。このような、社会を支配するポ
ピュリズム的イデオロギーは、政治的リーダーから退路を失わせる。それだけで
なく、制度的な民主主義を弱体化させてしまう危険性すら有している。そうした
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現状があり、またそれは政治の停滞を招いてしまうことから、韓国はゲーツェル
に AI 政治家の開発、政治への導入を依頼したのかもしれない。
民主制において、本質的にポピュリズムは切り離せない。しかし、ポピュリズ
ムは短期的かつ過激な利益追求を行い、時に国内外の協調関係を乱し、明らかに
社会的な損出を招く結果となることは歴史上決して珍しいことではない。そのた
め、ポピュリズム修正のために第三者的視点を持つ賢者である AI を活用すると
いう解決方法は、確かに有効であるかもしれない。しかし、AI がポピュリズム
以上の脅威を持つ存在である場合、この論は適応できない。次のⅤ章において、
AI の秘めるとされる脅威について確認する。

Ⅴ

AI の脅威

1

制御不能の危険

I 章からⅣ章にかけて、AI の秘める民主主義政治運営にもたらすメリットにつ
いて述べた。確かに一見利点が多いが、AI は使い方次第で敵にも味方にもなる
可能性を秘めている、まさにブラックボックス的存在である。英オックスフォー
ド大学などの機関が2015年に公表した「文明を脅かす12のリスク」67）というもの
がある。その中には、気候変動や核戦争、世界規模の感染症などがあるが、AI
もその一つに挙げられている。世界的にみても、制御できない AI やそれらを搭
載したロボットが誕生することへの危惧は強い。例えば、米グーグルのグループ
会社であるディープマインド社が「どんな人の声もまねできる」音声合成技術を
発表すると、米国では、「詐欺へ使われかねない」との声が上がったという。こ
のような現状がある中で、マサチューセッツ工科大学（MIT）でロボットを研究
しているレベンは、あえて人に負の作用を与えることのできるロボットをつくっ
ている。彼は、IT 企業で数年働くうち、AI などの技術は大きなリスクもあると
の思いを強めたという。それを広く伝えるために、人を傷つけることもできる
68）
「邪悪なロボット」
を開発、作成している。

一方で、棋士である羽生善治は、「（確かに脅威は存在するが）AI には残りの11
の脅威を解決できる潜在力もある」69）とする。救済も厄災ももたらす可能性を秘
めている AI とどのように付き合っていくのか、人類は知恵を絞ることが求めら
れている。そこで、以下に具体的な AI の脅威を並べることで、それらを理解し、
AI と共存する未来について考えたい。
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功利主義に走る AI、恐怖政治の再来の危機

第Ⅱ章でも述べたように、功利主義的価値観をプログラムされた AI は、必要
がないと判断したものを消してしまう傾向に走るかもしれない。例えば、障がい
者に対する給付金を削減する判断をしたり、エスニックマイノリティの保護と存
続を人類にとって不要と判断したりしてしまう可能性がある。そのような判断は
開発者であるエンジニアが全ての可能性を網羅しない限り未然に防ぐことができ
ない。あるいは、万全を期したつもりでも、AI が自己学習を進める中で「歪な
功利主義的価値観」を身につけてしまったとき、そうした政治的判断を下してし
まうリスクを回避するのは困難を極めることが予想される。
原則的に功利主義的な決定を追求していく特性を持つ AI であるが、そのよう
な決定方法、選定方法にはリスクが伴う。功利主義を追求するとき、善悪が度外
視されてしまい、AI においてはそれが強く行動の帰結として反映されてしまう
ことが大きな脅威であると考えられる。生命を顧みない判断を下されたとき、AI
により人類が滅ぼされることも、決して映画の中だけの話ではなくなるだろう。
例えば、人間も、生命を顧みないで行動をすることがある。不動産や建築を担
う企業は、その土地にアリのコロニーがあったとしても、警告を発したり退避や
移動をさせることなく、鉄を打ち込み、コンクリートを流し込む。その際に恐ら
くアリへの罪悪感はなく、無論、生命を冒瀆しているとも感じないであろう。ア
リの声は聞こえないし、ましてや、意識下でない場合、肉眼で確認することもで
きていないかもしれない。ここでは決して、一寸の虫にも五分の魂論を唱えたり
生命倫理を持ち出したりしたいのではない。AI の脅威として、人類がこのよう
に「アリ」と見なされてしまう危険性があることを問題としたい。何か目標や指
標を設定され、その達成や到達の際に人間が踏台となる、あるいは人間の存在が
無視されることがあるとき、映画『ターミネーター』や『エックスマキナ』で描
かれるように、AI は人類にとって脅威になるだろう。
あるいは、人類の滅亡、とまではいかなくとも、Ⅰ章やⅢ章でも述べた、マル
クス主義やロビスピエールが理性を追求した政治を行ったときのように、排外主
義的な恐怖政治の悪夢が再来してしまう恐れもあるだろう。

3

生命倫理と AI、法整備に関する問題点

AI に関しては、その技術進化が著しいため、適切なリスク管理の上に法整備
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がされる前に、社会に導入されている現実がある。昨今話題となっている自動車
の自動運転技術もそうであるが、こうした分野の法整備は将来予想とリスクの想
定、責任主体の認定などが難しく、作成から法の施行までに時間がかかる。特に、
生命倫理の分野というデリケートな分野に、法整備がなされる前に AI が導入さ
れることを目前にし、人類は生命観を再考する時代にあるのかもしれない。
シンガポール南洋理工大学の佐藤祐崇助教授らが研究を進める、
「昆虫サイ
ボーグ」70）なるものが存在する。これは、カナブンに AI を搭載したものである。
カナブンの背中に埋め込まれた電子回路が筋肉を刺激し、羽を動かす。衝突回避
など虫が持つ生体機能と AI を組み合わせた生けるドローンとして無線で飛行を
制御できる仕組みである。この技術は、例えば災害時にがれきの間に入って被害
者を発見するといった応用利用が期待されている。
昆虫を使った実験は、動物実験のように倫理規約の制約を受けない。ただ、実
験の延長線上には人間を含めた動物の頭脳や動きを支配する新たな技術が生まれ
る可能性が存在する。佐藤助教授は、「昆虫だから良いとは思っていない。医療
研究と同様に生物を犠牲にする『罪』を認識したうえで、災害救助など人間を救
う研究として進めている」71）と話す。生物と AI を組み合わせる、という技術が、
今後多く登場することは想像に難くない。将来的には、AI が昆虫以外の生物に
搭載されることもあるだろう。人類の生命観をも揺さぶり始めた AI をどのよう
に社会に受け入れるべきかという問題には、早急な答えが必要とされている。

4

AI の出現に伴う法整備について

V 章 3 節でも述べたが、AI の本格的な出現とその予測に伴い、制度や法律の
面において、議論が行われている。AI と共存する未来を見据えて、人類が安全
かつ安心して生活できるようにするため、「AI にも人類と同じような責任を負わ
せるべきだ」として2017年の 2 月16日に欧州議会で AI に対する法的責任を認め
る決議案が成立した72）。
この議決案の内容は、AI を搭載したロボットや自動運転車などに「電子人間
（Electronic Person）
」 としての法的地位を与え、損害を起こした場合などの責任
73）

を明確にするという考え方である。欧州では以前より、ロボットの所有者に「ロ
ボット税」を課したり、緊急時にはロボットの機能を停止させるスイッチを備え
させたりするなどの具体案も議論されている。AI に対する法的責任を認めるこ
とを提唱した議員の一人が、ルクセンブルク出身のマディ・デルボーである。彼
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は、欧州議会での採決前の討論会で、「自律性を高める AI とどう向き合うのか。
科学者やエンジニアだけに任せられるテーマではない」74）と訴え、政治家の介入
の必要性を説いた。
高度化する AI は、資本主義の根幹を成す金融システムにも変化をもたらして
いる。昨今話題になっているのは、株の取引などで素早く市場変化に対応できる
AI の導入が進んでいることだ。一例には、米ルネッサンス・テクノロジーズな
どが運用する、AI を使ったヘッジファンドなどが存在する75）。ここで問題にな
るのが、監査の際の法整備についてである。AI が導入され始めたことで、かつ
ては考えられなかった市場をゆがめるほど高速かつ大量の取引が飛び交う現状が
ある。ほかの投資家をだまそうとする相場操縦などに対する法律は存在するが、
そのような人間的ではなく、機械的な行為を想定していない現状の法律では、取
り締まりを行うことが難しい。
そもそも、AI のアルゴリズムによる株の売買を人間が追うのは困難を極める。
そのため、
「市場の番人」と呼ばれる証券取引等監視委員会は、取引の監視に AI
を導入する検討を始めている。金融庁の佐々木清隆総括審議官は、「従来とは違
76）
う動きに対抗するには AI の力を借りるしかない」
と言う。このような AI 対 AI

の構図ができあがろうとしているのが現代である。人間が長年つくりあげてきた
秩序は、AI の登場、さらには人工知能の誕生を間近にして再構築を求められて
いる。
モノのインターネット化（IoT）が基盤となっている時代で AI の普及が促進さ
れると、AI が利用されているサービスや、AI が搭載されているロボットを、人
間が意識せずに使う社会が到来することが考えられる。そうしたとき、人間が安
全かつ安心して暮らせる AI やロボットの利用が可能な社会を構築するべく、制
度や法整備などを通して、外部環境を整える必要が出てくる。しかし、現状では
AI に関する議論はその可能性や技術的不透明性から困難を極め、速やかな法整
備は期待できない現実があることは否めない。

5

ソフィアについて

最後に、現在存在する自律思考型の AI である「ソフィア」を例に、AI の持つ
正と負の可能性について言及したい。AI の香港のロボットメーカー、ハンソン
ロボティクス（Hanson Robotics）の創設者デビッド・ハンソン博士は、CNBC 放
送に出演した席で、自身が開発した AI ロボット、ソフィアを公開した。ソフィ
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アはシリコン物質であるフラバーと呼ばれる素材で作られており、人間の皮膚と
ほとんど同じ質感の肌を持っている。また、人間と同じような表情を作ることが
でき、特別なアルゴリズムを駆使することで、人間とアイコンタクトを通じたコ
ミュニケーションをとることも可能である。ソフィアの顔は、米国の女優オード
リー・ヘップバーンとハンソンの妻の顔をベースに作られており、人間の表情を
検出し62種類の表情を作ることができる77）。
ソフィアが特別なのは、ペッパーなどの感情を認識できるだけの AI と異なり、
それが現存する感情を持ち、自律的に思考する AI であるといわれるからである。
ソフィアは、
「今後、学校に行ったり、芸術活動をしたり、事業を開始すること
が目標であり、自分の家や家族を持つことも望んでいる」と話す。ただ、それら
が「法的人格」を持たない自分がやってもよいことなのかどうか、検討できてい
ないと語っている。
2003年にハンソンロボティクスを設立したハンソン博士は「人間と感性的交流
が可能な知能型ロボットを開発し、病気の治療や健康管理、教育など幅広い分野
に活用すること」を目的としてロボット開発を進めてきたという。ハンソン博士
は「ロボットと人間が区別されない世界が来ると信じている」とし、「人工知能
ロボットが、私たちの周囲を歩きまわり、ともに遊び、助け教える真の友人にな
るだろう」と力説する78）。
人工知能を搭載したヒューマノイドロボットであるソフィアは、米ニューヨー
クの国連本部で開かれた国連経済社会理事会（ECOSOC）の定期会議にも出席し
ている79）。海外メディアの報道によれば、
「すべてのことの未来 ―急速な技術
変化の時代における持続可能な発展」というテーマで開催された会議に出席し、
一定の対話としてのやりとりが可能であることを証明している。ソフィアは、ア
ミーナ・モハメド国連副事務総長と AI の将来について会話を交わし、会議の場
において、
「人間よりも何が上手くできるか」という質問に対し、
「私はあなたを
目で見て、会話もできるが、まだ 1 歳半で多くのことを学んでいる最中」と答え
た。その後、
「インターネットや電気が届かない地域のために、国連ができるこ
とが何か」という質問に対しては、「未来はすでに到来している。ただ広がって
いないだけ」と、米 SF 小説家ウィリアム・ギブスンの言葉を引用しながら対話
を行った。さらにソフィアは、「AI を活用すれば、エネルギーや食糧などを全世
界に効率的に配分するための助けを得ることができるだろう」という言葉も残し
ている。加えて「AI が正しく使用できるように、人間が技術を管理する必要が
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ある」とも話した80）。
ソフィアには、深層学習技術が搭載されており、相手のリアクション、表情、
言葉などを覚え、会話を重ねるごとにより洗練された回答が可能である。そのた
めか、
「ジミー・ファロンのトゥナイトショー」という米国で有名なトークショー
に出演した経歴も持つ。番組内においては、進行役のファロンにジャンケンで勝
利するなど、AI としての技術の高さも証明した。また、ジャンケンでの勝利後
には、「これは人類を支配しようとする私の計画の偉大な一歩だ」81）と発言した
ことでも話題を集めた。なおソフィアは、ハンソンロボティクスが過去に公開し
た動画内において「人類を滅亡させる」という、趣旨の発言をして世間を驚かせ
たこともある。香港の AI メーカーが開発したロボットが「人類を破滅させる」と、
まさに映画の中のようなセリフを語り出したことは、人間が AI に対して一定の
危機感を抱く必要があることを再認識させる。確かに AI には高い利便性と大き
な可能性がある。しかし、それらを思考停止のうえ導入した先にどのような未来
があるのか。その脅威に関しても熟議する必要があるといえる。

6

総括・結論

Ⅰ章において現状の AI の歴史と証明方法とその現状について振り返ることを
試みた。AI の証明方法を振り返る中で、いわゆる AI と呼ばれる技術は、現段階
では完成していないことがわかった。しかし、かなり近いレベルの技術は存在し
ている。2045年にシンギュラリティが訪れる予言がなされているが、それよりも
早く AI が社会により多く適用される時代が来ることが想像できる。
Ⅱ章においては AI が民主主義政治運営の分野に適応、活躍できる可能性につ
いて考察した。現在の民主制には課題を感じる。とりわけ日本において、このま
までは、今後一層増加するであろう社会課題を首尾よく解決できるようになると
は思われない。より良い制度を求めたとき、経済の分野で活躍・革新をもたらし
た AI の技術は魅力的に感じる。しかし、経済は「お金」という数値的に表せる
世界に完結するが、政治は「人間」という数値的に表せない形で成り立っている。
AI が得意とするデータを活用して数値的に政治を運営しようとしたとき、功利
主義的な価値観がベースになることが予測でき、それは現在の民主主義制民主制
よりも問題だらけの、恐怖政治を再来させてしまう可能性を含んでいる。
Ⅲ章においては、民主主義の在り方、民主主義政治運営の理想形態を模索しな
がら、AI の関与する・できる余地について考えた。AI を運用することで民主主

431

義政治は一見多くのメリットを享受することが可能であるように見えるが、一方
で、現状においてはブラックボックスである側面が強く、運用に際しては複数の
大きなリスクを抱えていることも認識する必要があることが理解できた。それに
続くⅣ章では、民主制の病、あるいはエラーとしてのポピュリズムに対する対抗
としての政治分野における AI 利用について論じた。民主制とポピュリズムは本
質的に同じ概念から派生しており、それらは切り離せない。しかし、ポピュリズ
ムは短期的かつ過激な利益追求を行い、国内外の協調関係を乱し、明らかに長期
的には社会損出を招く結果となる。そのため、ポピュリズム修正のために第三者
的視点を持つ機能を果たす AI を活用するという解決方法が存在している。
最後に、Ⅴ章において AI の脅威と法整備における問題について振り返った。
AI は、その利便性と可能性ばかりに目が行きがちだが、その脅威についても考
察する必要がある。AI がブラックボックスと形容されるのは的を射ている表現
であり、責任の所在を考慮せずに導入に踏み切るのは危険であることを再認識す
るべきである。
最終的に結論として言えるのは、AI を利用した民主主義政治運営は、解決す
るべき課題が多く、現段階においては限界があるということである。民主制と
AI は一見相性が良さそうに思われる。ゲーツェルの構想するような AI 政治家が
実現した時、それは民主制がより高度な次元に昇華するようにも思われる。しか
し、Ⅲ章で述べたように、民主主義とは達成してはならない概念であり、それに
AI という形で絶対的な解を出してはならない。民主主義は、常に議論可能かつ
変更可能な概念としての存在が求められ、それにより柔軟に移り行く時代に対応
できることが美徳として挙げられる。また、たとえどんな世界になっても、人知
を超えるモノを創造してはならない。AI は人間のコントロール下に置くことの
できるものと確信が持てた時にのみ政治分野への導入と執行が許される存在であ
る。よって、現段階での民主主義政治運営に関して AI を導入することは危険で
あり、AI により解決されるであろう政治課題よりも、AI によりもたらされる脅威、
課題の方が多いと結論づけることができる。また、AI を政治分野に導入するこ
とは、根本的な問題を抱えたまま AI を神としてしまうということにもなりかね
ないため、真の政治の解決にはならない。
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