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グラハムは開会の挨拶において、AI につ

いて次のように述べました。「様々な分

野で AI という言葉を耳にするようになっ

ている中、AI とは何か、特に AI に関する

リスクは何かという議論が重要になって

きています。今回のセミナーは AI に関し

て実施した調査結果を皆様に共有できる

非常にタイムリーな機会となりました。

調査結果から2つのトピックについてご紹

介します。一つは、各国の AI に関する成

熟度を測った際、日本は AI に関して成熟

度が高い国の上位に位置していたという

ことです。もう一つは、欧米の人が驚い

たことに、日本では AI がポジティブに捉

えられ、経済を推進するものとして活用

されているということです。法務領域に

おいて、今 AI は最も関心が高くタイムリ

ーなトピックであり、皆様が AI を考える

上で、本日のセミナーがお役に立てるも

のとなればと思います。」

Michael McLoughlin（マイケル・マクラ

フリン）は、企業における AI 倫理につい

て講演を行いました。 

 

AI とは何か・AI の可能性   

最初にマクラフリンは、AI を次のように

定義しました。「AI とは、限られた領域

において人と同等かそれ以上の能力で、

パターンを認識するよう、あるいはシン

プルな予測をするよう教え込むことがで

きるソフトウェアです。」そして、パタ

ーン認識（顔認識・イメージ内の物の特

定・感情の分類など）や予測（文章翻

訳・質問応答・自動車運転など）の例を

挙げた後、マクラフリンは、AI に対して

持たれている懸念について、見解を示し

ました。「AI は現段階で自己認識をする

ものではなく、また今すぐにそうなるも

のでもありません。今日の AI はあくまで

コンピューターが理解する世界なのです。

AI における新しい側面は、認識する力、

つまり情報を得て、洞察を引き出す能力

です。これは、膨大なデジタルデータへ

のアクセスと高度なデータ処理能力によ

りもたらされたものです。」と述べまし

た。さらにマクラフリンは、「このデー

タ処理能力を多くの人が享受できるよう、

マイクロソフトはクラウドの開発に注力

すべきである、との見方が一般的ですが、

クラウドは、このデータ処理能力を活用

して世界の課題を解決し、物事の新しい

やり方を生み出すためのものなのです。」

と述べました。そして、AI がいかに世界

に蔓延する問題解決のために活用されて

いるかを示すビデオが紹介されました。 

 

AI と倫理 

いくつかの研究が示すように、AI は世界

中で長期にわたって経済に大きな影響を

及ぼすものとなっており、AI がもたらす

経済や世界課題への影響を鑑み、AI 倫理

についても考える必要が出てきています。

マクラフリンは、「過去において、強大

な力をもつ新技術には、どれも機会とリ

スクが伴ってきました。テクノロジーが

実際の人間のようにふるまえばふるまう

ほど、倫理的なリスクがつきまといま

す。」と述べ、マイクロソフトが社内の

専門家や様々な分野のソートリーダーの

協力のもと策定した、6 つの倫理基準につ

いて説明しました。 

「6 つの基準とは、公平性、信頼性と安全

性、プライバシーとセキュリティ、多様

性、透明性そして説明責任です。特に優

先度が高いものは、公平性、信頼性と安

全性、プライバシーとセキュリティ、多

様性の４つです。この4つの基準の土台に

透明性と説明責任があります。公平性と

はバイアスがいかに影響を与えるかにつ

いて理解しなければならないということ
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であり、多様で包括的なデータであるこ

とを確保することです。信頼性と安全性

とは、予期せぬ状況にあっても、データ

の評価や広範囲な試験、現状のパフォー

マンスのモニタリングを行わなければな

らないということです。プライバシーと

セキュリティは、マイクロソフトにとっ

て非常に重要で、我々は GDPR をはじめ

とするプライバシー法に準拠しながら、

製品を設計しています。多様性とは、障

がいのある人々のチャンスを広げ、不用

意に人々を排除する可能性がある潜在的

障壁に対応するということです。」これ

らの基準の土台に、透明性と説明責任と

いう２つの基準がある、とマクラフリン

は続けました。「透明性は我々の仕事を

改善する上で非常に重要です。説明責任

とは、システムを設計する人がシステム

の動作について説明責任を負っていると

いうことです。」 

AI を通じた社会貢献 

「世界の人口の 15％がアクセシビリティ

の問題を抱えておりますが、それが AI に

よって解決できる可能性があります。例

えばコンピューターにより、視覚に問題

がある人々を助けられるかもしれません。

AI は、こうした人々にとって大いに役立

つものとなりつつあるのです。」この事

例として、弱視者のコミュニティのため

のアプリケーション「Seeing AI」につい

てのビデオが上映されました。「マイク

ロソフトは、環境問題の解決に AI を活用

する『AI for Earth』や、AI を通じて災害

支援や児童保護、難民支援などの人道的

活動をする『AI for Humanitarian Action』

といったイニシアチブにも注力・投資し

ています。」 

企業における AI 倫理 

マクラフリンは、企業が AI 倫理に対する

知見を得るには勇気と知識が必要である

と語りました。「まず、法律や規制につ

いての専門知識が必要であり、常に最新

状況を把握しなければなりません。そし

て勇気が必要です。その例として、数か

月前、マイクロソフトのプレジデントで

法務のトップでもあるブラッド・スミス

が、米政府に対して、顔認識ソフトの使

用の規制を求める提言を出したことが挙

げられます。」そして、マクラフリンは

マイクロソフトの責務について述べまし

た。「テクノロジー企業として、政府や

政策立案者に対して、テクノロジーへの

理解を求める働きかけをする責務があり

ます。一方で、政府と協働して、人々を

守り、人々が AI の可能性を最大限に活用

できるようにする法律を策定することも

また我々の責務であるのです。」 

次にマクラフリンは、マイクロソフトが

AI の倫理課題にいかに組織として注力し

ているかについて説明しました。 「9 か

月前に社内の様々な専門家から成る、

AETHER (AI and Ethics in Engineering 

and Research) Committee が設置されま 

した。AI とその倫理課題について深く議

論し、四半期ごとに役員会に報告する

AETHER Committee は、戦略において明

確なリーダーシップを発揮し、マイクロ

ソフトの製品やサービスが基準に即した

ものであるか、現状の課題が責任をもっ

て対処されているかを確認しています。」 

最後に、マクラフリンは、企業による AI

の問題への取り組みを支援するためにマ

イクロソフトが出版した、様々な AI 関連

の書籍を紹介しました。

パネルディスカッションに先立ち、ソニ

ー株式会社有坂氏より、ソニーのAIに関

する取り組みについて、家庭用エンター

テイメントロボット「AIBO」から始ま

った AI 技術の歴史や最新の AI 技術のご

紹介を交えながら、お話しいただきまし

た。「ソニーは 2016 年の経営方針説明

会において、AI・ロボティクスを中心に

事業を行っていくことを宣言しました。

2017 年 5 月には AI 技術の啓発と人間社
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会の課題解決に共同で取り組む非営利団

体「The Partnership on AI」に日本か

ら初めて参画しました。また、多岐にわ

たった事業を行っているソニーにおいて、

共通の認識をもってAIの開発を加速させ

ていくため、社内で一致した見解のもと

ソニーグループのAI倫理ガイドラインを

策定し、2018 年 9 月に公開しました。」 

パネルディスカッション 

マクラフリンは、有坂氏のお話の後、

「AI の課題解決は 1 社、1 国では成し得

ず、マイクロソフトがソニー社と連携し

て、課題に取り組めていることは極めて

重要であります。」と述べました。また、

有坂氏はマクラフリンのスピーチについ

て、「マイクロソフト社の法務・コンプ

ライアンス部が The Future Computed

をはじめ様々な書籍を出されていること

に感銘を受けました。これはブラッド・

スミス氏の強いリーダーシップとマイク

ロソフト社のAIに対する深い見識の表れ

であると思います。」と述べました。 

 

ガイドライン策定の挑戦と法務部の役割 

AI 倫理ガイドラインの策定にあたり直面

したチャレンジについて、有坂氏は

「2016 年に AI・ロボティックスに注力

すると宣言した際、グループ内で指針を

作るため、AI 倫理ガイドラインの策定に

ついて法務部が声を上げ、AI 技術者、

CSR など様々な部門と共に、また海外メ

ンバーにもヒアリングをしながら策定を

進めていきました。日本では、AI が非常

にポジティブに捉えられているのに対し、

海外では労働力を奪うものとして、ネガ

ティブな捉え方をされており、日本と海

外では意見に大きな温度差がありまし

た。」と述べました。そして、マクラフ

リンは、「マイクロソフトが 6 つの基準

を策定するにあたり、技術専門家など社

内の様々な人々が関与しました。法務・

コンプライアンス部だけではなく、経営

トップも、AI 倫理の価値やその人道的な

側面のみならず、ビジネスにおいて必須

なものであることを社内に向けて積極的

に発信しました。」と述べました。 

 

失敗と学び 

舟山は、2016 年にローンチしたチャッ

トボットを例に挙げながら、技術先行に

よる失敗と学びについて意見を問いまし

た。マクラフリンは、「起きた間違いに

ついては透明性を確保し、フィードバッ

クを受け止め、間違いから学ばなければ

なりません。何か新しいことをするには

勇気が必要で、間違いによって前進が止

まってはならず、決してあきらめないこ

とです。準備を万全にし、6 つの基準を

発信することで、我々に対する信頼を長

期的に醸成していけると考えます。」 

 

ガイドラインの実践 

次に社内におけるガイドラインの実践に

ついて、有坂氏はこう語りました。「ソ

ニーでは、ガイドラインについてグロー

バルからの多くの意見をもとに、AI の製

品・サービス・コンテンツを出す場合の

詳細なルールを含めるなど、AI 技術者を

はじめ様々な部門と共に進化・改訂させ

ていくための検討を始めたところです。」 

 

新しい時代の法務課題への取り組み 

続いてAIついてどのようなアプローチで

新しい時代の法務課題に取り組んでいる

かについて、有坂氏は次のように述べま

した。「ソニーは、政府とも積極的に関

わりを持っており、法律だけでなく、AI

社会に向けてどのような教育制度が必要

かについても意見を述べています。AI に

ついての契約の作成においては、AI リテ 

 

ラシーも重要で、技術についての深い知

見も必要であると感じています。」続い

て、マクラフリンは、「サイバーセキュ

リティが出てきた当時、誰もセキュリテ

ィをどう測るのか分かりませんでしたが、

15年経った今、皆がセキュリティについ

てわかるようになっています。AI 倫理も

同様で、今は未知で開拓していく段階で

すが、10 年後には AI によって人々が差

別されることがなくなっているのだと思

います。」と述べました。 

 

AI の取り組みへの法務部の関わり 

最後に、世界のAIをめぐる状況において

法務・コンプライアンス部門がどう関わ

るべきかについて、マクラフリンは、AI

をめぐる取り組みや見解は地域・国ごと

にそれぞれ違いがあり、多様なステーク

ホルダーがいて様々な見解があるとし、

その中で法務部門は、「パイオニアとし

て規制において国をリードしていくのだ

ろうと考えます。」と語りました。そし

て結びとして有坂氏が次のように述べ、

パネルディスカッションを終えました。

「ソニーがガイドラインを公開した理由

には、社が関わる多くのクリエイターの

皆様にAIはクリエイティビティを広げる

ものであるということを伝えること、そ

してトランスペアレンシー（透明性）の

点から、ソニーのAIに関する考え方を伝

えるということがあります。法務・コン

プライアンス部門の活躍の場が広がって

きていると感じており、世界に向けてソ

ニーのAIに関する考え方を発信し、透明

性を確保していくことが重要であると考

えています。」

 


