巻頭言：AI ガバナンス・エコシステム構築に向けて
「原則から実践へ（Principles to Practices）」が、昨今の AI をめぐる議論の中心テーマの一つである。

現在、日本では「人間中心の AI 社会原則」が AI 開発や利活用の基本理念として掲げられている。本

原則は 2 章の基本理念や 4 章の 7 つの原則が注目されがちであるが、3 章にひっそりと「ガバナンス」

という項目がある 1。そしてこの単語こそが原則を実践に落とし込む途中で、キーワードとして重要であ

る。

技術ガバナンスという言葉を、本研究会の座長は「一定の技術に関する社会的影響のアセスメント、

意思決定・政策決定、実施についての様々なアクターの役割の総体」という言葉で用いてきた 2。しかし、
AI に関して国際的かつ学際的な仲間たちと議論する中で、従来的には「AI ガバナンス」という言葉は、
一組織、一企業における内部ガバナンスの在り方という限定的な意味で用いられていることに気が付い

た。

組織ガバナンスを強化していくことは AI 技術においても同様に重要である。一方、本報告書で紹介

しているように、AI サービスのように開発者、サービス提供者や運用者、利活用者などにわたるサプラ
イチェーンが非常に長い産業構造を持つ日本においては、組織を超えたガバナンスの仕組みを考えてい

くことこそが重要なのではないか。そのような問題意識のもと、本研究会はスタートした。

様々な取り組みをすでに進めている話題提供者の皆さまや、研究員やオブザーバーの方々と議論を

積み重ねる中で、一組織だけではなく外部環境や評価機関など様々な異なる組織やアクターとのつな

がりの中で AI サービスの在り方を考えていくこと、つまり「エコシステム（生態系）」を構築していくこ

とこそが、日本のような産業構造を持つ国においては重要であると考え、本報告書では「AI ガバナンス・
エコシステム」の構築を提言に持ってきた。一次資料集であるデータベースと合わせて、本報告書が

国内外の AI ガバナンスに関する議論の関係者を拡張し、より多様かつ実践的な議論へとつながること

を期待する。

( 一社 ) 日本ディープラーニング協会

「AI ガバナンスとその評価」研究会
座長

1

江間有沙

「人間中心の AI 社会原則」においては、ガバナンスの項目には、社会情勢や技術の進展に伴い、議論されるべき内容や目的設定は更新し

続ける必要があり、そのためには政府、企業、大学、研究機関、一般の人々等、多様なステークホルダーが協働してルール、制度、標準化、

行動規範等のガバナンスについて問題を設定し、影響を評価し、意思決定を行うとともに実装できる体制が整っていることが必要、とある。

（https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/jinkouchinou/pdf/aigensoku.pdf）
2

江間有沙、城山英明、「AI のガバナンス」、『人工知能と人間・社会』、勁草書房、2020。なお、本稿の英語版は欧州評議会の AI に関する

委員会報告にも掲載されている（https://rm.coe.int/prems-107320-gbr-2018-compli-cahai-couv-texte-a4-bat-web/1680a0c17a）
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Executive Summary
人工知能（AI）の社会実装が進む中、AI の安全性・公平性・プライバシー・透明性などに関する

原則が国際機関、各国政府、企業や NPO 団体から公開されている。これらの原則を実践に落とし込

むため、ベストプラクティス集や公平性や安全性を確保するためのチェックツールなどが利活用されて

いる。

原則や実践例は有用である一方、いくつか見過ごされている観点がある。本報告は日本ディープラー

ニング協会に設置された「AI ガバナンスとその評価」研究会での議論をもとに、今後の AI の原則や実
践において関連機関や企業が取り組むべき 3 つの観点を提言する。
提言 1 AI ガバナンス・エコシステムの構築をするべき

AI ガバナンスとは、一般的には一企業や組織内における AI の安全性や信頼性、透明性などの確保

をするための原則を整備し、開発や利活用における管理を実施することを意味する。AI ガバナンスの

原則や実践作りの多くは、巨大 IT 企業が主体となり形成されてきたが、リソースの少ない中小企業や

スタートアップ企業は同様のガバナンスを実践することが難しい。そのため AI ガバナンス概念を拡張し、

監査や保険、標準化、第三者委員会などの外部環境との連携を行う「AI ガバナンス・エコシステム」

の構築を視野に入れた原則づくりや実践の積み重ねを行うべきである。
提言 2 産業構造を考慮に入れて AI の信頼性を確保するべき

AI ガバナンスの原則や実践づくりの多くは、巨大 IT 企業やプラットフォーマーが主体となって形成し

てきた。これら企業の多くはサービスユーザの顔が見える Business to Customer（B2C）企業である。

しかし日本は Business to Business（B2B）企業が多く、データの収集、AI モデルの開発、AI サービ
ス提供が異なる企業や組織で行われることも多い。そのため AI 開発、利活用、インシデント発生時に

おける責任の所在の議論が複雑となる。そこで AI ガバナンスの原則や実践も、B2B 企業を含む長いサ

プライチェーンの観点を視野に入れて考えるべきである。
提言 3 日本としての課題と論点の実践例を発信するべき

日本は総務省の研究開発ガイドラインなどを公開することで、AI ガバナンスに関する国際的な原則の

議論形成に貢献してきた。一方、倫理や公平性などの原則を実践に落とし込んでいく過程で、分野別

あるいは地域別の事情に合わせた議論をしていく必要がある。日本としての文化的、政策的な課題や
論点を整理して、実践例も国際的にも発信をするべきである。

本報告の提言や議論は予備的なものである。しかし、本報告書がディープラーニングをはじめとする

AI システムやサービスに対する既存の議論に欠けていた点を指摘することで、国内外の産学官民のガ

イドラインや実践をより多様性と包摂性のあるものにし、新たに取り組むべきアジェンダを提供すること
を期待する。
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1 はじめに
1-1 問題の背景

人工知能（AI）の社会実装が進む中、国際機関、各国政府・企業・NPO コミュニティなどが AI サー

ビスや製品に対する原則やガイドラインを公開している。原則は公平性、透明性、アカウンタビリティ、

プライバシー、セキュリティ、安全性、人間中心などのいくつかの項目に類型化されつつある 3。

これらの原則を実践に落とし込むためには、適切な管理の仕組み（ガバナンス）を構築することが

必須である。しかし AI に関する各国・地域の政策や価値観、産業構造などの違いから、ガバナンスの

在り方は一様には定まらない。多様な価値観の尊重は重要である一方、過度に断片化されたガバナン

スの枠組みは、イノベーションに支障をきたすだけではなく、規制のアービトラージ 4 につながる恐れ
もある 5。そのため、各国・地域や分野別の実情に見合ったガバナンスの在り方を調査・研究すると同
時に 6、国際標準の AI ガバナンスの構築も求められている 7。
1-2 AI ガバナンスの範囲と限界

AI ガバナンスとは、一企業や組織内における AI に関する安全性や信頼性確保の原則の整備や、開

発や利活用における管理の実施を意味する。AI ガバナンスを考える上でベースとなる IT ガバナンスは、
企業・組織の自主規制をベースにした技術のアカウンタビリティや透明性などのフレームワークを必要

とする。現在、AI に関する組織ガバナンスに関する標準化の議論は、ISO37000 として行われており、

そのためには AI の特徴を加味した原則の整備と、それを実践する経営者の信頼性を確立する管理体
制が必要である 8。

そのため大企業などは、個別の倫理委員会を設置している 9。しかし中小企業や小規模かつリソース

に余裕のないスタートアップ企業が同様のガバナンスを実践することは技術的・経済的に困難な場合も
多い 10。近年では、国や地方公共団体における AI サービスの調達条件としてデータ・AI ガバナンスの

整備が求められるようになりつつあることから企業が AI ガバナンスを強化するインセンティブになるこ

とが期待される一方 11、中小企業やスタートアップ企業にとっては、AI ガバナンスに求められる高い要
求が経済的な産業障壁にもなりつつある。

また、AI ガバナンスの原則や実践づくりの多くは、サービスユーザの顔が見える Business to

Customer (B2C) 企業によって主導されている。自社内でデータ収集や AI モデル設計や開発、サービ

ス提供と運用まで行える企業は、包括的に AI ガバナンスを整備することで、事故や事件などの問

3
4

第 2 回研究会、
「AI 倫理ガイドライン」p.1-3

規制のアービトラージ（regulatory arbitrage）とは金融規制で用いられる概念であり、ある管轄権での規制が厳しい場合、グローバルな

組織は他の管轄権に移動することによって厳しい規制を回避できてしまうことを意味する。
5
6
7
8
9

第 14 回研究会、「企業における事例②」p.2

第 8 回研究会、
「政策・社会システム①」p.5

第 14 回研究会、「企業における事例②」p.2-3
第 5 回研究会、
「標準化」p.6-7

第 13 回研究会、「企業における事例①」p.5
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第１回研究会、「AI ガバナンスをめぐる国内外の動向」p.1
第 8 回研究会、「政策・社会システム①」p.9

2

題発生時に迅速な対応をとったり、責任の所在を明確化したりしやすい。しかし、日本の企業間
取引は B2B2C (Business to Business to Consumer) 構造が多く、AI サービスに係る関係者が複
数の企業体によって成り立つ。長いサプライチェーンにおいては、AI 開発や利活用の原則が下
流の企業まで共有されてないこともあり、また下流の企業で事故や事件が発生した場合、どこま
で上流の企業に遡るかなど責任の所在も曖昧化する。このように一企業・組織では全てのリスク

に対応を取ることが難しいため、B2B 企業の AI ガバナンスも含めたガバナンスの構築が求めら
れる（図 1）12。

B2B2C supply chain

B2C Company

AI system

AI system
Users
Service
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Service
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Service
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Users
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Service
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Users
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図 1 産業構造と AI インシデント時の責任の所在

1-3 本報告書の範囲と目的

本報告書は、多様なアクターによる管理・評価の体制の在り方を「ガバナンス」と定義する。どの

ような AI ガバナンスの形がありうるのか検討し、現在の AI ガバナンスをめぐる議論で欠けていると思
われる点を指摘し、関係者が取り組むべき３つの提言を行う。

本報告書は 2020 年７月に日本ディープラーニング協会（Japan Deep Learning Association, 以下

JDLA）13 に設置された「AI ガバナンスとその評価」研究会 14 において１年にわたって議論された内容

を再構成したものである 15。

本報告書が、これから AI システムやサービスのガバナンス体制の構築を目指している企業や組織だ

けではなく、監査法人や保険会社、標準化機構などの外部機関、AI に関する政策環境を整える関係
省庁の関係者に対する論点整理の一助となれば幸いである。また本報告書は主に日本の地域的な事

情に基づいた議論を行っているが、産業構造など諸外国にも共通する話題もある。そのため国際的な
AI ガバナンスの議論にも資することを期待する。

12

第１回研究会、「AI ガバナンスをめぐる国内外の動向」p.3

13

JDLA はディープラーニング技術を事業の核とする企業が中心となり 2017 年に設立された一般社団法人であり、会員の多くは日本における

14

「AI ガバナンスとその評価」研究会、https://www.jdla.org/about/studygroup/sg01/

スタートアップ企業である。
15

本報告書の脚注には各会の要旨のページ番号を付しているので参照されたい
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2 提言
2-1 AI ガバナンス・エコシステムの構築をするべき

本報告では、一企業や組織に加えて公的機関や民間企業・団体との連携まで拡張、再構築した「AI

ガバナンス・エコシステム」の構築を提言する（図 2）。中小企業やスタートアップ企業の AI ガバナン

スの参加や、B2B 企業を含む長いサプライチェーンにおけるリスク対応や責任の所在を考えるためには、
多様なステークホルダーとの関係に焦点を当てる必要がある 16。

政策・社会システム
（国際機関との連携）
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・・・
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図 2 AI ガバナンス・エコシステム

図 2 は中央左に組織内 AI ガバナンス主体である
「AI サービス提供者 / 開発者」
を配置している。AI サー

ビスの開発、提供や運用にあたっては、各企業が経営ビジョンやスタイルに合わせた原則を策定し、そ

れを各業務プロセスやリスク管理の組織マネジメントに落とし込んでサービス開発や提供、運用を行う

必要がある。AI サービスはビジネス利用（ベンダ）か日常生活利用（エンドユーザ）かの違いはある

ものの、企業からユーザに提供される。企業がデータを取得するにあたっては、第三者であるデータ
提供者との関係も考慮に入れる必要がある。

この AI ガバナンスの基本形を囲む形で、(1) サービス提供者が AI ガバナンスを整備するうえで必要

な指標や標準などを提供する「サービス提供者向けガバナンス機関」、（2）ユーザに AI の問題や事故

時等の保護や保証を提供する「ユーザ向けガバナンス機関」、（3）AI サービスに必要なデータやアル

ゴリズムの監視やセキュリティ環境を提供する「環境の管理機関」や事故などの問題時に対応する「第

三者機関」
、そして（4）AI にかかわる原則を策定して実践を整備する「政策・ルール形成のガバナン

ス機関」を配置した。

AI サービスの開発や利活用時は、これらの外部環境を含めた業種横断的なマルチステークホルダー

による AI ガバナンス・エコシステムを構築するほか、データ提供者 / 取得者、開発者、サービス提供者、

16

第２回研究会、「AI 倫理ガイドライン」p.3
4

利用者などアクターごとの原則や管理体制を導入することで、より機動性の高い「アジャイル」なガバ

ナンスを構築できる 17。日本政府の掲げる Society 5.018 が実現した社会では、環境、技術や目指すべ

きゴールも変化する 19。そのためこれらの外部環境の内容や要素も固定ではなく、社会環境や技術、
企業ガバナンスの目的や目指すべき社会像と相互作用して変化していく。
2-2 産業構造を考慮に入れて AI の信頼性を確保するべき

B2B2C のように長いサプライチェーンの産業構造を形成する場合、AI サービス開発時、利活用時、

問題発生時で係る外部機関も変化するため、段階に分けて AI ガバナンス・エコシステムを整理するこ

とが有用である 20。
2-2-1 開発時
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開発時における AI ガバナンス・エコシステム

① AI サービス開発企業・組織は、法制度やガイドラインを参照しつつ、組織内ガバナンスの原則や管

理体制を整備し、管理体制を整える。例えば外部有識者委員や内部に倫理委員会を設置している企業

もある 21。また、データの収集、モデル開発、運用などの長いサプライチェーンの中では、関連する業
界ごとのルールに留意することも求められる 22。

17
18

第 8 回研究会、「政策・社会システム①」p.4, 第 9 回研究会「政策・社会システム②」p.3-4、第 14 回研究会、「企業における事例②」p.4

サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させたシステムによって、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会のこと。19 第 9

回研究会、「政策・社会システム②」p.3-4
20
21
22

第 2 回研究会、「AI 倫理ガイドライン」p.3

第 13 回研究会、「企業における事例①」p.5、第 14 回研究会「企業における事例②」p.6

ウェブから学習データを自動収集する AI サービスを開発する場合、
データ収集がアドフラウド（ボットなどの自動プログラムによって広告のクリッ

ク数を偽装すること）につながる恐れがあるが、アドフラウドに関してはデジタル広告の品質問題とし関連業界から継承が鳴らされている。第 10
回研究会、「監視・モニタリング / 広告」
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② AI サービスに関する内部監査の明確な基準や指針は現存しないが、各種ガイドラインを参照した内

部監査の実践例もある 23。AI サービスはリリース後も再学習・継続学習が必要とされることが多い。

そのため従来のソフトウェアと同様の概念で品質保証することは難しい 24。そのため従来のシステム監

査（実査）の前に、AI 自体の「導入価値の検討・企画、仮設立案の検証」を行う必要がある 25。ただ、

AI システム開発のプロセスごとに監査対象部門が異なるため、経営者、開発部門、業務部門等の各
部門に内部監査人は寄り添いつつ評価することが重要となる 26。

③ AI や機械学習に関する用語や各種規格に関する標準化の議論も、ISO や IEEE などの外部機関で議

論されている。特に AI に関わる国際的なデジュール標準を議論する場として ISO/IEC JTC1 が横断的

な役割を担っている 27。AI ガバナンス標準は企業内の組織ガバナンスを対象としているが、将来的には

企業の垣根を超えた AI ガバナンスが必要になることも考えられる 28。また、国際的な標準規格や認証
制度の構築は AI 開発コストを抑えることにもつながる 29。

④ 自社内で第三者からデータ取得する場合、企業はプライバシーに配慮しながらデータ利活用のメリッ

トを最大化するという視点にたち、個人情報保護法を基にしたデータガバナンス体制を構築することが

不可欠である 30。データ提供契約時にも、データの品質や管理が適切になされているというデータのト

ラストと、データ提供者の信頼性という組織のトラストが重要である 31。

一方オープンデータを提供する組織や企業は、悪用に対する有効な手立ては現存しないものの、無

制限目的利用は認めない仕組みを構築し、利活用を促進することが重要である 32。

23
24

第 3 回研究会、
「AI システムにおける監査・保証」p.1-3

契約締結時における AI 品質保証に焦点を当てた議論が JDLA 研究会「契約締結における AI 品質保証の在り方」で行われている、

https://www.jdla.org/about/studygroup/sg02/

25
26
27
28
29
30
31
32

第 3 回研究会、
「AI システムにおける監査・保証」p.2

第３回研究会、「AI システムにおける監査・保証」p.5-6
第 5 回研究会、
「標準化」p.1-4
第 5 回研究会、
「標準化」p.8

第 14 回研究会、「企業における事例②」p.9

第 8 回研究会、
「政策・社会システム①」p.5-6
第 8 回研究会、
「政策・社会システム①」p.8-9
第 11 回研究会、「オープンデータ」p.3
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図 4 利活用ににおける AI ガバナンス・エコシステム

① 継続学習が求められる AI サービスの場合、リリース後も内部監査による社内での運用保守を含めた

継続的なフォローアップが必要である 33。一方、外部監査でサービスを保証するためには、関係者間で

期待される保証レベルを適切に設定する必要がある。現在、AI サービスの保証基準はないが、その理

由の一つには評価タイミングの難しさがある。サービス完成後に学習データの収集や偏りの問題が指摘

されても企業は対応できない。そのため内部監査と外部監査で協力するといった新しいスキームが必要
となる可能性が高い 34。

② 2020 年施行の改正情報処理促進法により、デジタルトランスフォーメーションを推進している企業の

認定や、政府調達におけるクラウドサービスの安全性評価を独立行政法人情報処理推進機構（IPA）

が認定事業者として担うこととなった。デジタル化や安全性評価の外部モニタリング拠点を作り、それ

を形骸化させない仕組みが信頼性や透明性確保に必要である 35。

③ AI サービスの開発においてウェブや SNS から取得した情報を学習データとして用いる場合、誤情報・
偽情報が学習データに混在することで誤った判断につながる恐れがある。また、生成モデルの AI サービ

ス等がウェブへ自動的に情報を配信する場合、AI サービスから発する情報に誤りやフェイクが含まれるこ
とで情報を受け取る消費者に不利益をもたらす危険性も考えられる。そこで、プラットフォーマーや SNS
事業者には情報の信頼性を確保するために、ファクトチェック活動等を推進することが期待される 36。

33
34
35
36

第 3 回研究会「AI システムにおける監査・保証」p.2

第 3 回研究会、「AI システムにおける監査・保証」p.5
第 8 回研究会、「政策・社会システム①」p.10

第 10 回研究会、「監視・モニタリング / 広告」p.4
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④ AI サービスに対する攻撃例として、微小なノイズを加えることで AI モデルに誤認識させる敵対的サ

ンプルなどが知られている 37。ほかにも不正アクセスなどで常にセキュリティリスクにさらされているた

め、全てのシステムは必ずハッキングされる（ゼロトラスト）という前提のもと、強固な防壁を構築す

るサイバーレジリエンスの考え方で AI システムを運用することが重要である 38。企業価値として利益追

求が優先されるとセキュリティ対策は後手になりがちであるが 39、ゼロディ攻撃への懸念もあるため、

開発時から脆弱性テストを行うことや、機械学習システムに対する攻撃の検出・対応・修復を目的とし

たオープンソースフレームワークも公表されている 40。

⑤ サプライチェーンが長い産業構造においては、AI 開発 (B2B) とサービス提供 (B2C) を別組織が担う

ことも多い。その際、B2B 企業は B2C 企業やその先のエンドユーザの要望に合わせて開発を行うが、
自社開発をしない B2C 企業は個客毎に重視する企業価値が異なるため、知見の抽象化や共有化が難

しい 41。また B2C 企業やユーザの AI に関する倫理やリスクに関する理解が不足している場合があるため、
AI 専門家外の一般人にも AI にかかわる課題を伝える必要がある 42。

また、AI サービスによる消費者の生命・身体に関わる事故は、消費者庁が関連省庁・地方公共団

体からデータを集約しており、事故発生の防止策に係る教育・啓発活動も行われている 43。消費者の

リテラシー向上のためにも、マスメディアからの AI に係る事故情報の発信も期待される。

37
38
39
40
41
42
43

第 12 回研究会、「セキュリティ」、p.3
第 12 回研究会、「セキュリティ」p.5

第 12 回研究会、「セキュリティ」p.10

第 12 回研究会、「セキュリティ」p.5-6

第 14 回研究会、「企業における事例②」p.9

第 9 回研究会、「政策・社会システム②」p.8

第 6 回研究会、「内部通報制度・消費者保護」p.7, 12-13
8

2-2-3 問題発生時とガバナンスへのフィードバック
政策・ルール形式のガバナンス機関

政策・社会システム
（ルール形式）

政策・社会システム
（国際機関との連携）
サービス提供者向けガバナンス機関

AI サービス提供者 / 開発者

標準化
監査・保証

③ 問題

保険
（サードパーティ）

③ 問題

事故調査

経営

ビジョン・戦略
ROI・KPI

②

経営スタイル
組織マネジメント

テクノロジー

業務プロセス
人材開発

AI サービス

①

政策・社会システム
（ガバメントデータ）

倫理ガイドライン

法制度

開発プロジェクト

③

コミュニケーション

研究開発

リスク管理

監視・モニタリング

②

日常生活での利用

②

データの提供

セキュリティ管理

③ 問題

教育

③ 問題

第三者（データ提供者）

・・・

② 利活用

メディア
（問題事例等の配信）

ビジネス利用

コーポレート
ガバナンス

環境の管理機関（リアル及びサイバー空間）/ 第三者機関

オープンデータ

ユーザ向けガバナンス機関

ユーザ

コンプライアンス

サービスマネジメント

業界のルール・慣習

契約ガイドライン

③
内部通報

保険
（ファーストパーティ）

③ 問題

消費者保証

③ 問題

③

第三者委員会

図 5 問題発生時における AI ガバナンス・エコシステム

① AI サービスに係る事故が発生した際には情報収集と同時に、迅速な調査も求められる。内部関係

者を中心に組織されるのが事故調査委員会であり、委員会では事故原因の調査と、同種事故の再発
防止の検討などが行われる 44。

② 保険には自分の被害者時（ファーストパーティ）と、加害者時（サードパーティ）と、両者の組み合
わせの三種類あり、AI サービスによる事故はサードパーティの保険に類する 45。サイバー攻撃や個人情

報漏洩などの被害はサイバー保険の対象となる。また AI を組み込んだ製品の欠陥が認められた場合

は製造物賠償責任法（PL 保険）の対象となる。しかし AI 自身は無体物であるため PL 法の対象には

ならず、AI の不確実性や不透明性という性質を欠陥と判断できるかは難しい。さらに学習し続ける場合、

どこで欠陥が生じたかの検証も難しく、既存保険では対応できない 46。

このような状況下でも被害者救済を迅速に行うため、ビジネス利用者の法的責任の有無にかかわらず

ビジネス利用者が予め定めた約定により、被害者補償する枠組みが自動車保険では開発されている 47。

また今後 AI に関する標準化規格ができれば、保険業界でも事故査定時の参考情報として利用されると
想定される 48。ただし AI にかかわるリスクは個別性が高いため、汎用性が高い保険を作ることは難し

いとも考えられる 49。

44
45
46
47
48
49

第 7 回研究会、「事故調査・第三者委員会」p.1-2
第 4 回研究会、「事故調査・第三者委員会」
ｐ.4
第 4 回研究会、「AI サービスに係る保険」p.2-3
第 4 回研究会、「AI サービスに係る保険」p.4
第 5 回研究会、「標準化」p.9-10

第 4 回研究会、「AI サービスに係る保険」p. 5
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③ AI 開発時のデータ取得や運用に不祥事や不正があった場合、内部の人間が隠ぺいすると透明性が

確保されない。そのため内部通報制度や司法取引制度を充実させ、公益通報者保護法を制定すること

で 50、隠ぺいリスクよりも情報開示リスクが小さくなる制裁制度設計を企業内ガバナンスと絡めて考え

ることが必要である 51。また通報に頼らないガバナンスとして、社員メールやチャットなどのコミュニケー

ションを監視（モニタリング）することで、贈賄やカルテルなどの兆候を察知する試みも始まっている。
一方、電子情報の場合は改ざんされる懸念もある 52。

内部通報や外部通報によって不祥事や不正が発覚した際、第三者委員会が組織される。日本におけ

る第三者委員会は指示に法的強制力があるものではないが、不祥事が行われた場合は第三者委員会
が立ち上げられ、再発防止策を策定するというプラクティスが存在する 53。AI 技術仕様全ての情報開示

はセキュリティリスクにさらされる可能性が高くなるが、事故原因究明のためには第三者委員会に一部

の情報開示が必要になると考えられる 54。

2-3 日本としての課題と論点を認識するべき

2-3-1 ガバナンス・エコシステム形成のためのインセンティブ設計

日本では、AI 利活用をはじめとする社会変化のスピードや社会の複雑さに対して、法が対応できて

いない可能性が指摘されている。そのために AI 開発や利活用においては法的拘束力のある規制（ハー

ドロー）だけではなく、法的拘束力のないガイドラインや標準などのソフトローを含む規制が必要であ

ると考えられている。一方、非拘束なガイドラインを企業が導入するインセンティブをどのように設計す
るかが課題とされている 55。

インセンティブ設計の一例として品質保証責任保険の活用が考えられるが、基準を定めるには監査

機関や第三者認定機関の役割が重要になる 56。また AI 事故情報等を第三機関などに提供するインセ

ンティブをうまく組み込むことができれば、品質基準に反映させることができ、結果として AI サービス
の安全性を向上させることになる 57。スタートアップ企業などで事故や事件の苦情を受け入れる体制が
整っていない会社や、個人のアプリ開発者のように報告の体制自体がない場合に対しては消費者安全
法に基づく報告がある 58。このようにガイドラインや標準などを使わせると同時に事故情報などの事例

を提供させるインセンティブ設計や体制づくりが、AI ガバナンス・エコシステムの構築には不可欠である。
2-3-2 スタートアップ企業から見た AI ガバナンス・エコシステム

日本では新たな取り組みが民間企業に広がるには、官公庁による積極的な働きかけが必要であるた

50
51
52
53
54
55
56
57
58

第 6 回研究会、「内部通報制度・消費者保護」p.1-2、10
第 9 回研究会、「政策・社会システム②」p.7

第 6 回研究会、「内部通報制度・消費者保護」p. 9
第 7 回研究会、「事故調査・第三者委員会」p.7
第 14 回研究会、「企業における事例②」p.9
第 9 回「政策・社会システム②」p.5-7

第 4 回「AI サービスに係る保険」p.3, 6

第 4 回研究会、「AI サービスに係る保険」p.6

第 6 回研究会、「内部通報制度・消費者保護」p.13
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め、現在、総務省や経産省、さらに内閣府などの官公庁が提供したチェックリストを基に各企業が組

織内ガバナンスを進めている 59。リソースの限られるスタートアップ企業からしても、官公庁主導で海外

や国内大企業、スタートアップ企業も含めた基準やガイドラインが業界に還元される流れが望ましいと
も考えられている 60。

AI やデータのガバナンスの形成には組織形態も課題となる。企画や開発、運営などの段階ごとや、

AI サービスのリスク別に評価を行う体制を構築することがすでに一部企業では行われている。これによ

り問題時の責任の所在を明確化し、事業体全体としての一貫した原則を適用することが可能になる 61。
一方で、日本は B2B 企業が多いだけではなく、縦割り型企業も多いとの特徴がある。事業部ごとにガ

バナンス体制が構築された場合、全社的なデータや AI のガバナンス体制の構築が困難となる 62。そこ

で部門や開発段階ごとでの評価や責任の明確化をすると同時に、企業内連携や AI ガバナンスを担う人
材の育成、社内の情報共有や発信をすることも重要となる 63。

これに対してスタートアップ企業は小規模で人員や資金のリソースに余裕がない一方で、暗黙値の共

有や柔軟かつ迅速な対応が可能な環境にある。そのため部門ごとの縦割りに陥らずに AI ガバナンスに
関する教育や意識づけの取り組みを行えているスタートアップ企業もある 64。
2-3-3 公平性に対する文化的、政策的な対応

日本では AI に関するいくつかの原則のうち、データ収集に関するプライバシーに関してはクライアン

トである B2C 企業や利用者の意識も高いが、公平性の議論はあまり顕在化していない。B2B 企業の
立場では具体的な利用場面が想定しにくいため、B2C 企業の意識を高めていくことが必要である 65。

また、日本では欧米のように人種や性別などの統計的差別による議論より、同調圧力などによるい

じめが人権侵害として問題となっている。日本の製造物責任法は財産的、身体的被害を念頭において
おり精神的な被害は範囲の対象外である。またディープフェイクの被害は、物理的損害がない場合は

消費者事故として報告されないため、事故や事件の実態を把握することも難しい 66。誤情報が直接規

制対象となることは望ましくはないが、誹謗中傷などは法的には名誉棄損、人格人権侵害に当たるも

のは法的に規制の対象となるため抑止力となると考えられる 67。

また個人情報の漏洩やプライバシーの侵害などの人格権侵害案件はサイバー保険など従来の保険で

一部カバーすることは可能である。このように現在では民法を柔軟に解釈して精神的な被害への対応

が行われている 68。しかし AI 固有の処理に起因して発生する不当な差別など公平性へのリスク問題は

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

第 8 回研究会、
「政策・社会システム①」p.9、第９回研究会、「政策・社会システム②」p.8-9
第 8 回研究会、
「政策・社会システム①」p.9

第 13 回研究会、「企業における事例①」p.5、第 14 回「企業における事例②」p.14
第 8 回研究会、
「政策・社会システム①」p.9

第 13 回研究会、「企業における事例①」p.5-6、第 15 回研究会、「AI ガバナンスサーベイ 2020」p.5
第 14 回研究会、「企業における事例②」p.8
第 14 回研究会、「企業における事例②」p.9

第 6 回研究会、
「内部通報制度・消費者保護」p.12
第 10 回研究会、「監視・モニタリング / 広告」p.5

第 6 回研究会、
「内部通報制度・消費者保護」p.11
11

一般的には補償の対象外となる 69。

同様に監査の観点からすると、国によって公平や倫理観のレベルや定義が多様であり、保証の評価

基準を定めるのが困難である。そのため、AI システムやサービスによる差別が生じないことを監査法
人が保証することも難しいと考えられる 70。

AI によって人格侵害や公平性リスクがもたらされる事件や事故が海外では発生されている現在、日本

においても問題の定義や事業者に対する保証や保険を含む消費者保護についても考える必要がある。

69
70

第 4 回研究会、
「AI サービスに係る保険」、p.2, p.6

第 3 回研究会、
「AI システムにおける監査・保証」p.7
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3 課題と今後の展開
3-1 AI ガバナンス・エコシステムの今後の展開

本報告書で提示した AI ガバナンス・エコシステムは暫定的なものであり、まだまだ不足している観

点がある。例えば、研究会の議論の中で司法機関の役割に言及があった。日本の場合、司法機関を
動かすのは立法機関や行政機関からの直接的なアプローチよりは、国民や社会からの要望に則した間

接的なアプローチが功を奏することが多い 71。一方で、裁判の判例などは保険や監査などの基準とし

ても用いられることが期待される。

また、本報告書では主に B2B 企業における AI ガバナンスの重要性に焦点をあてたが、AI サービス

に は、利 用 者 がデ ータを提 供したり学 習 をさせたりする C2B (Customer to Business) や C2C

(Customer to Customer) などの形もある。利用者による悪用に対するガバナンスについてもサプライ

チェーンの中で考える必要がある 72。他にも教育や業界団体によるガイドラインは、項目に上げつつも
深堀はされていないため、今後の調査研究を踏まえて AI ガバナンス・エコシステムを更新していく予
定である。

3-2 AI ガバナンス・エコシステム・データベースの公開

本報告書の附録には、各研究会の要約がまとめられている。それぞれが個別に展開している資料に

関して、データベースの形で参照をするウェブページを作成した 73。資料に基づいた事例蓄積を行って

いくことが、今後の関係者間の連携や AI ガバナンス・エコシステムの構築にも重要となる。
3-3 国際的な連携の推進

AI ガバナンスは外部環境を含むエコシステムの中で考える必要があり、各国・地域の制度や文化を

無視できない。一方、AI ガバナンス・エコシステムというフレームワークにある各関連機関も、それぞ

れが国際的な機関と連携しており、AI サービスもボーダーレスであるため国際的な協調が求められる。

今後は、他の地域や国との比較や連携を通して、国際的な AI ガバナンス・エコシステムの在り方にも
視点を広げていく予定である。

本報告の提言や議論は予備的なものである。しかし、本報告書がディープラーニングをはじめとする

AI システムやサービスに対する既存の議論に欠けていた点を指摘することで、国内外の産学官民のガ

イドラインや実践をより多様性と包摂性のあるものにし、新たに取り組むべきアジェンダを提供すること
を期待する。

71
72

第 8 回研究会、
「政策・社会システム①」p.10

例えば、ユーザがチャットボットにヘイトスピーチを学習させたりすることは、国際的にも問題的になっている。またサプライチェーンは企業

と消費者だけではなく、近年では行政のデジタルトランスフォーメーション推進の流れで G2B（Government to Business）や B2G
(Business to Government) の形も考えることが重要となる（江間有沙、『AI と社会』、技術評論社、2021、p. 158-63）。

73

AI ガバナンス・エコシステム・データベースウェブページ、https://www.jdla.org/document/ai-governance-eco-system/
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