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1．本調査の背景・目的・実施内容

3
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本調査の背景・目的

 AIは経済社会に大きな便益をもたらす一方、その特
性上、開発、利用には課題も指摘されている。こうし
た課題に対応し、ＡＩに対する信頼と社会受容を高め
るため、倫理的開発、利用の実現を目的として、各国
政府、国際機関においてＡＩ倫理原則等の策定が行
われており、さらなるステップとして、策定された倫理
原則の実装についての検討が進んでいる。

倫理原則の実装には、規制、標準化、ガイドライン、
監査など、様々なアプローチが考えられるが、こうした
制度はAIに関連する日本企業の競争力にも影響を
与える。

背景 目的

日本のAI産業の競争力向上とＡＩに対する信頼構築
を実現するガバナンスの在り方の検討に資するため、
主要各国及び国際機関等における、ＡＩ倫理実装の
制度の議論、また関連する技術開発の動向等を把
握する。
また、そこからAIガバナンスの在り方に関する示唆お
よび今後の検討論点を得る。

 本事業の背景と目的は以下の通り。
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本調査の実施内容

 前頁の目的を達成するために、実施する調査は以下の通り。

①各国制度検討、研究開発動向の調査

• AIシステムに求められる倫理の要素ついて、各国政府、国際機関の検討に関する文献を中心に、以下の項目に関
する調査を文献・Web等の手法を用いて実施

①各国政府、国際機関の検討における各要素の用語定義

②各要素の具体的な要求事項

③要求事項を実装するための制度の検討状況

④制度の実装に必要となる関連技術の開発動向

⑤各要素に関連し、実際のビジネス上で企業が抱える課題の事例

• 調査対象となる国、国際機関：米、EU、英、星、中、OECD、ISO/IEC

② AIガバナンスの国際動向に関する検討会

• ①の調査結果を踏まえ、AIに関する制度、技術等の専門家による検討会を1回実施

• 各国のAIガバナンス状況に関する捉え方の妥当性の確認、今後のAIガバナンスの在り方に関する示唆、検討論
点を抽出
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2．調査結果

(1) AIガバナンスに関する国際動向

(2) 各国・機関別の動向（詳細）

(3) 検討会の概要

6
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本資料の内容

各国・機関の倫理要素に対するガバナンスの方針とそれらを企業等に実装する取り
組みの状況を整理する

• 各国・機関が提示するガイドライン類における、各倫
理要素に対する具体的な要求事項

• 各国が企業等に要求事項の実装を促すための法令、
モニタリング等の実行状況

• 制度の実装に必要となる関連技術の開発状況

• 各国のAIに関する戦略やその背景、倫理の位置づけ

倫理要素と各国の方針
What

ガバナンスの実装
How

背景・戦略
why
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各国・機関のAIに関する能力と戦略

今回の調査対象の各国・地域はそれぞれのAI戦略の中でデジタル・AIにおけるリー
ダーとしての地位を目指している

米国 中国シンガポール 英国 EU

AI戦略

AIに
関する
能力

研究・
開発

利活用

目指す
ポジション

重点分野

グローバルAI人材数1位

AI論文数2位

•これからもAI産業の
リーダーであること
（AI.Gov）

AI関連企業数1位

AI関連スタートアップ数 1位

交通、ヘルスケア、製造、
金融、農業、天気予報、
国家安全保障
（AI.Gov）

• 2030年までにAI倫理や
技術、応用などの領域
で世界一
（次世代AI発展計画）

グローバルAI人材数2位

AI論文数1位

AI関連企業数2位

AI関連スタートアップ数 2位

【ハイエンドのスマート経
済育成】製造、農業、物
流、金融、ビジネス・サー
ビス、ホーム領域

【安全便利なスマート社
会】教育、医療、老人
サービス領域、公共サー
ビス、法廷、都市管理、
環境保護領域
（次世代AI発展計画）

•デジタル経済の先導役
であり続ける
（デジタル経済行動枠
組み）

政府AI利活用の指標（準備指
数）

世界1位

貨物運送、病気予防、教
育、通関手続き、住民
サービス
（国家AI戦略）

AI関連特許出願数21位

• 2030年までに英国を世
界最高のイノベーショ
ン国家になることを目
指す
（産業戦略）

グローバルAI人材数５位
AI論文数3位

AI関連企業数3位

AI関連スタートアップ数 4
位

サイバーセキュリティー、
ライルサイエンス、建築、
製造、エネルギー、農業
テクノロジー
（AI Sector Deal）

• EUは各国が協調し、最
先端で倫理的かつ安全
なAIの開発と展開で世
界を先導することを目
指している
(Coordinated Plan on 

Artificial Intelligence)

N/A

N/A

医療、運輸（交通）・モビ
リティー、セキュリティー、
エネルギー
（Horizon2020）

※AIガバナンスの検討の背景としては憲法、経済・政治体制、文化等についても留意が必要。その他、各国の検討背景の詳細は（2）を参照。



© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

倫理要素と各国の方針
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OECD

米国

10

各国・機関の主要なAI倫理関連のガイドライン類

5か国・地域に加えOECDにおける主要なAI倫理関連のガイドラインを対象として動
向を整理する

英国

① AI in the UK: ready, willing and able? (House of Lords Artificial Intelligence Select Committee 2018/4)

② Data Ethics Framework（DCMS 2018/6）

③ Understanding artificial intelligence ethics and safety（Alan Turing Institute・GDS・OAI 2019/6)

シンガポール

① Discussion Paper on Artificial Intelligence (AI) and Personal Data (PDPC, 2018/6）

② Model Artificial Intelligence Governance Framework (IMDA, 2019/1,2020/1）

③ Principles to Promote Fairness, Ethics, Accountability and Transparency (MAS, 2018/11）

① THE NATIONAL AI RESEARCH AND DEVELOPMENT STRATEGIC PLAN (NSTC, 2016/10,2019/5

改定）

② Guidance for Regulation of Artificial Intelligence Applications（Office of Management and 

Budget ,2020/1）

中国

① 次世代AIガバナンス原則（国家次世代AIガバナンス専門委員会、2019/6）

② Beijing AI Principles（北京智源人工智能研究(BAAI) 、2019/5）

③ AI産業自律公約（中国人工智能産業発展連盟、2019/8）

ＥＵ ① Ethics guidelines for trustworthy AI(AIHLEG, 2019/4)

① Recommendation of the Council on Artificial Intelligence (OECD, 2019/5)
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各国・機関の政府のガイドライン類の特徴

シンガポールは民間企業の巻き込みと展開で先行、米国は連邦政府が州政府による
民間への過度な規制をけん制している

英国

• 国立研究所（The Alan Turing Institute）等の機関にガイド
ラインの作成を委任

• それぞれの機関に学術機関、民間のコミュニティ、有識者
を招集

 公共部門を優先対象としてガイドラインを作成（②、③）

 ③では倫理フレームワークに加え、“実行可能な”原
則（FAST Track Principles）やAIの開発プロジェクトの
プロセスに基づいた（PBG Framework）を定めている

プロセス面 内容面

シンガポール

• 政府がDiscussion Paperを策定、行動フレームワークは
最終的に民間の自主性に任せる方針

• Google, Amazon, Facebook, Alibaba およびWEF等
グローバルの企業・団体を巻き込み議論

米国

• 国家安全保障分野では、政府主導で産業界、学界の有識
者を巻き込みながら倫理原則等を検討

• その他の分野においては民間主導で業界の原則づくりが
みられる

 ②の2nd Editionからはユースケースやセルフチェック

シートを付属し、企業の実装に向けた理解促進の取組
が進んでいる

 政府はOECDのRecommendation of the Council 

on Artificial Intelligenceへの支持を表明

 連邦政府は②を通じAIに対する過度な規制を抑制す
べく、州政府等に対する一定の強制力を有する

中国
• 科学技術部と工業・情報化部のリードの下で、民間AI企業
や研究機関が倫理の原則や業界の公約の策定に参加

 2019年より3つのガイドライン等を相次いで発出

 ②では「グローバルと対話する姿勢と意欲」を表明

ＥＵ

• 52人の専門家からなるAIHLEGを立ち上げ、AI倫理に関
するガイドライン「 Ethics Guidelines for Trustworthy AI 」
を作成している

 権利、原則、価値やAI要件および実装の手法について
一連のフレームワークとして定義

※文中の番号は前頁のガイドライン類の番号を指す

OECD
• AIのための国家政策と国際協力の推進を担うデジタル経
済政策委員会（議長：韓国、副議長：日本）が策定

 レコメンデーションとして作成（2020年に具体的なガイ
ダンス（OECD AI Policy Observatory）を公開予定

政府が主導

作成機関

政府が主導
（民間企業が事
例を提供）

政府が主導
（民間では

Partnership on AIや
個社の動きが顕著）

政府主導と民間
主導の双方

（ガイドラインによる）

政府が主導

N/A
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AIが使うデータとAIモデル

12

各倫理要素の位置づけ

AIの開発・学習過程・利用
状況(入出力の結果)に係
る記録が保存されること

利用者に対する説明責任
及び利用者の利益保護

AIの利用者と
の信頼の構築

AIの開発・利活用に係る
情報(データ・アルゴリズ
ム・その他のロジック)を適
切に開示できること

Accountability

Transparency Traceability

Explainability

AIの判断に関連する倫理要素

基礎・基盤として求められる倫理要素

利用者を尊重し、利用者
の意思決定を誘導しない
こと

Dignity

特定のグループに不公平
な不利益を与えないこと

Fairness

利用者及び第三者を含む
プライバシーを適切に管
理すること

Privacy

AIの判断プロセスの簡易
な説明や判断根拠に係る
情報を準備すること

利用者との関係に係る倫理要素

同じ倫理要素を表すワードも各国で意味合いが異なるケースがあるため、
本報告書では各AI倫理要素を次の通り使用する

4

5

1 2

AIへ入力する情報（異常
値・ノイズによる影響やセ
キュリティリスクへの対策
が行われていること）

Robustness

AIから出力する情報（異

常値に対する安全対応；
利用者の生命・身体・財
産に危害を与えないこと）

Safety

6

7

8

9

3

AIとの出力

サービス提供

※AIサービス提供において
使用するデータは本報告書
の対象となる
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各国の要求事項

【倫理要素に対する各国の方針①】
Transparencyに関しては、中国以外は情報開示に関して言及しており、EUは重要
なAIシステムに関する監査可能な環境の必要性に言及している

英国米国/OECD*シンガポール 中国 EU

• AI利用者へ積極的
に情報を開示
具体的に、どのよう
な手段、プロセスで
利用者へAIの利用を
説明するかを決める

• AIアクターは、AIシス
テムに関する透明性
と責任ある開示を約
束する必要がある

(該当なし)

• ツール、データ、アル
ゴリズムについて透
明性を保ち、可能な限
りオープンで作業する

• アルゴリズムの透明
性と解釈可能性に係
る政府政策は重要と
なる

• AIシステムの決定を
もたらすデータセット
とプロセスは、可能な
限り文書にする必要
がある

(該当なし) (該当なし) (該当なし)

• 統計データの使用あ
るいは作成はレ
ビューができるような
開発プロセスを進める

• 安全性が重要なアプ
リケーションなど、基
本的な権利に影響を
与えるアプリケーショ
ンでは、AIシステム
を独立して監査でき
る必要がある

a.

積極的
に情報
開示

Transp

arency

b.

監査可
能な環
境

13 *米国政府はOECDの「Recommendation of the Council on Artificial Intelligence 」を支持

1
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各国の要求事項

【倫理要素に対する各国の方針②】
Traceabilityに関しては、各国ともに検証メカニズムの構成を要求しているが、シン
ガポールと英国は監査機能の強化とデータの記録にも言及している

• 意思決定プロセスがわ
かりやすい方法で文書
化されている

• 検証可能性を促進す
る行動（意思決定プロセスを文

書化するための監査証跡の構築,記
録の強化データストリームをとらえる
ためのブラックボックスレコーダーの
実装）

• 使用データの系譜を理
解し、来歴記録を保ち、
説明責任の潜在的な
問題を軽減

• 独立した検証組織が
同じAI手法を用いて同
じ結果を生成できる再
現性が必要。

• AIアクターは、AIシステ
ムのライフサイクル中
に行われたデータセット、
プロセス、意思決定に
関連するなど、トレーサ
ビリティを確保する

• AIシステムの意思決定
プロセス、データの構
成や開発者の意図を
適切なシナリオの下で
記述、監視、再現でき
る

• 記録と追跡を手法とし
て、データに基づいた
サービスと意思決定の
再現性を実現させる必
要がある

• 完全に応答可能かつ監
査可能になるように設
計する必要がある

• AIシステムの結果が再
現性と信頼性を備えて
いることが重要である。
AI実験が同じ条件下で
繰り返されたときに同
じ動作を示すかどうか
を表す。これにより、科
学者と政策立案者は、
AIシステムが行うことを
正確に説明可能である。

• リスク管理強化のため
AIｼｽﾃﾑ、ｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑの
監査を強化し、外部関
係者の関与と外部の監
査人へ積極的な情報
の開示が必要

• AIシステムがアルゴリ
ズム、データ、および設
計プロセスの評価を受
ける準備の監査可能性
が必要

(該当なし) (該当なし)

• 堅牢かつ監査可能な測
定を実施すべきである
こと

(該当なし)

Tracea

bility

a.

検証メ
カニズ
ムの構
成

b.

監査機
能の強
化

英国米国/OECD*シンガポール 中国 EU

*米国政府はOECDの「Recommendation of the Council on Artificial Intelligence 」を支持

2
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各国の要求事項

【倫理要素に対する各国の方針③】
Privacyに関して、各国ともプライバシー保護の必要性について言及している

(該当なし)

• 人々は、AIシステムが
個人データ分析により
生み出したデータに、
自らアクセスし、管理
し、制御する権利を持
つべき

• 個人の知る権利（知
情権）を保証する

• 利用者特に未成年者
等の特殊グループの
プライバシーを強化

• 個人データを使用し
ている場合は、プライ
バシーを保護する必
要がある

• AIシステムは、システ
ムのライフサイクル全
体を通じてプライバ
シーとデータ保護を保
証する必要がある

• 個人のデータにはアク
セスする必要かつ適
格な資格のある人員
のみがアクセスを許
可されるべきである

(該当なし) (該当なし)

• 個人データの収集、
保管、利用の規範を
明確にし、データの盗
難、改竄、漏洩のリス
クを軽減

• データの共有、再利
用は関連法律に遵守
し、不正利用を禁止
する

• 収集されたデータが
違法または不当に差
別されるために使用
されないようにする必
要がある

• 意思決定の入力要素
となる個人属性を使
用することは正当化
される(金融領域)

(該当なし) (該当なし) (該当なし) (該当なし)

英国米国/OECD*シンガポール 中国 EU

Privacy

a. 

プライ
バシー
の保護

b.

不正利
用の禁
止

c.

データ
利用の
正当化

15 *米国政府はOECDの「Recommendation of the Council on Artificial Intelligence 」を支持

3
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各国の要求事項

【倫理要素に対する各国の方針④】
Explainabilityの実装にあたり、米国が支持するOECDは利用者の解釈可能性を重
視する一方で、中国とEUはAI判断プロセスの説明可能性を強調している

英国米国/OECD*シンガポール 中国 EU

• 技術用語使わずに
説明できるかを検討

• 各ステークホルダー
が何を説明するかを
設計段階で反映する
（説明要件）

• AIシステムの影響を
受ける人々が結果を
理解できるようにする

(該当なし)

• 常に最も単純なモデ
ルを使用し、専門家
以外にも説明できる
必要がある

(該当なし)

• AIに実装されている
アルゴリズムがどの
ように機能している
か、モデルの予測を
どのように意思決定
に組み入れているか
を説明できる

(該当なし)

• AIシステムの意思決
定プロセス、データ
構成や開発者の意
図を適切なシナリオ
の下で記述、監視、
再現できる

• 機械学習または機械
学習モデルのパイプ
ラインがどのように機
能したかについて合
理的な理解を得る必
要がある

• AIシステムの設計者
と実装者は利害関係
者に、特定の状況で
モデルがどのように、
なぜそのように行った
のかを説明できる

• AIの結果とプロセス
の倫理的許容性、差
別的無害、公衆の信
頼性を証明できる

• 決定の責任を負うエ
ンティティが識別可
能でなければならず、
意思決定プロセスが
説明可能でなければ
ならない

Explain

ability

a.

利用者
が解釈
可能

b.

提供者
が説明
可能

16 *米国政府はOECDの「Recommendation of the Council on Artificial Intelligence 」を支持
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各国の要求事項

【倫理要素に対する各国の方針⑤】
Fairnessの実装に関して、中国はAI弱者適応能力の向上と競争独占の解消にも触
れており、EUは民主主義と法の支配について言及している

• アルゴリズムから生じる
バイアスを検知・解消
する対応を採用し差別
的な影響を与えないこ
と

• 弱者グループの不利益
を回避し、データプラク
ティスのメリットを公平
に分配する

• ｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰは人間の能
力を高め、小規模の母
集団を含めることを促進
し、経済的社会的、他不
平等を減らし、人々と地
球に有益な結果を追求
する信頼できるAIの管
理に積極的に関与する
必要

• アルゴリズムの差別を
検知し、人種等による
差別を回避する

• すべての個人を平等に
扱い、社会的平等を保
護する

• 「平等法」に定義されて
いる差別にならないこと
を保証する

• 人口統計データを処理
する場合、差別的で害
のない最小限のレベル
にする

• 排除のリスクのある人
の権利を含むすべての
人間の道徳的価値と尊
厳に対する平等な尊重
が保証されなければな
らない

(該当なし) (該当なし) (該当なし) (該当なし)

• AIシステムは、民主的な
プロセス、人間の審議、
または民主的な投票シ
ステムを損なってはなら
ない

• AIシステムは正当なプロ
セスと法の前での平等
を保証するコミットメント
を組み込む必要もある

(該当なし) (該当なし)

• 社会のAI弱者の適応
能力を向上させるため
教育を与え、デジタル
デバイドを解消

(該当なし) (該当なし)

(該当なし) (該当なし)

• 共有性の高い発展の促
進、データとプラット
フォームの独占を避け、
オープン且つ秩序的な
競争を導く

(該当なし) (該当なし)

Fairnes

s

a. 

差別の
解消

c.
AI弱者適
応能力の
向

d.

競争独
占の解
消

英国米国/OECD*シンガポール 中国 EU

b.

民主主
義と法
の支配

17 *米国政府はOECDの「Recommendation of the Council on Artificial Intelligence 」を支持
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各国の要求事項

【倫理要素に対する各国の方針⑥】
Robustnessに関しては、各国共に不確実な環境に対処する能力の実装を明確化し
ているが、シンガポールはモデル開発時の留意点にまで言及している

• AIシステム実行中の
エラーおよび誤った
入力を正しく機能でき
る程度によって頑健
性を評価

• 同じシナリオで、一貫
性を持つアクションを
実行、決定する能力
が必要

• AIシステムは、通常の
使用、予見可能な使
用または誤用、その
他の悪条件下で適切
に機能し、不当な安全
上のリスクをもたらさ
ないように、ライフサイ
クルを通じて堅牢で安
全でなければならない

• 堅牢性は過酷な条件
下でAIシステムが正
確に機能できる

• モデルの精度(正しい
出力を生成する例の
割合)を保つ

• アーキテクチャの不確
実性、経時的な入力
データの不可避な変
化の問題を対処可能
である

• AIシステムの想定外
のアプリケーションお
よび悪意のあるアク
ターによるシステムの
悪用の可能性を考慮
し、これらを防止およ
び軽減するための手
順を実行する必要が
ある

• AIシステムは安全で、
トレーニング対象の
データの改ざんや侵
害に対して脆弱では
ない

• 組織は、AI開発者と
協力してモデルの敵
対的テストを実施し、
モデルがより広い範
囲で予見できない変
数を対処可能である

• AIシステムのリスクを
評価し、セキュリティ
に留意する必要があ
る

• システムの成熟度、
頑健性、セキュリティ
侵害等への対応を持
続的に改善する

• AIシステムの想定外
のアプリケーションお
よび悪意のあるアク
ターによるシステムの
悪用の可能性を考慮
し、これらを防止およ
び軽減するための手
順を実行する必要が
ある

英国米国/OECD*シンガポール 中国 EU

Robust

ness

a. 

異常値・
ノイズに
よる影
響への
対応

*米国政府はOECDの「Recommendation of the Council on Artificial Intelligence 」を支持

b. 

セキュリ
ティリス
クへの
対応
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各国の要求事項

【倫理要素に対する各国の方針⑦】
Safetyに関して、米国以外は「利用者における制御可能性」の必要性を提言している

• 消費者の身体、心理、
感情、経済の安全を保
護し、個人に予測可能
な危害を引き起こさな
い、あるいは少なくとも
危害を最小限にする

• 安全性を保つための実
験を実施、試験ではソ
リューションが広く一般
化され、失敗する程度
についての評価が必要
（Approach的）

• AIシステムは、通常の
使用、予見可能な使用
または誤用、その他の
悪条件下で適切に機能
し、不当な安全上のリス
クをもたらさないように、
ライフサイクルを通じて
堅牢で安全でなければ
ならない

• (開発者向け)安全基準
が軽視されないように、
人工知能システムを開
発するチーム同士は積
極的に協力するべきで
ある

• AIが有する潜在的リス
クを研究・予測し、既存
の危険の悪化や新しい
危険を防止する

• AIアプリケーションは
人々の安全と身体の完
全性を優先する

• システムの安全性に対
する信頼を確立する

• AIシステムは、危害を引
き起こしたり、人間に悪
影響を与えてはならな
い

• AIシステムは、攻撃者に
よる悪用を可能にする
脆弱性から保護する必
要がある

• 必要に応じて、人間が
AIのアルゴリズムの実
行段階にて、パラメー
ターを調整し、AIシステ
ムに関与する(Human 

over-the-loop)※例示
(該当なし)

• AIシステムがライフサ
イクルにおいて安全、
頑健的、制御的なオペ
レーションを確保する

• AIシステムが人間に監
督され、即時引き継が
れることを確保し、制御
不能なシステムの悪影
響を回避する

• 厳密なテスト、検証、再
評価、および監視と制
御の適切なメカニズを
構築する

• AIシステムには、問題
が発生した場合に切り
戻しを有効にする保護
手段が必要である。こ
れは、AIシステムが統
計ベースの手順から
ルールベースの手順に
切り替わること、または
アクションを続行する
前に人間のオペレー
ターを要求することを
意味する

Safety

a.

AI自体
による
リスク
低減

b.

利用者
におけ
る制御
可能性

英国米国/OECD*シンガポール 中国 EU

*米国政府はOECDの「Recommendation of the Council on Artificial Intelligence 」を支持
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各国の要求事項

【倫理要素に対する各国の方針⑧】
Accountabilityに関して、英国はデータに関わる著作権の遵守に言及している

• AIの提供側は、AIと
その結果に対して説
明責任を持ち、説明
メカニズムを構築す
る必要がある

• AIシステムの適切な
機能とAIの倫理原則
に係る説明責任を持
つ

• 透明性向上のために、
各ステークホルダー
向けのコミュニケー
ションを強化する

• AIシステムの設計者
及び構築者は、その
利用、悪用、結果がも
たらす道徳的影響に
責任を負いかつ、その
影響の形成に関わる

• AIの説明責任メカニ
ズムを構築し、開発
者、使用者等の責任
を明確化

• AI提供側が、法律規
範に従いデータの説
明責任を果たすべき

• AIプロジェクトの社会
的影響と持続可能性
を評価するために協
力する必要がある

• AIシステムに関する正
当な懸念を報告する
際には、内部告発者、
NGO、労働組合、ま
たはその他の組織が
正当な保護を利用で
きる必要がある

• 不当な悪影響が発生
した場合、適切な救済
を保証するアクセス可
能なメカニズムを予測
する必要がある

(該当なし) (該当なし)

• AIから悪影響を受け
た対象者の質問や意
見に積極的に対応す
る (該当なし)

• AIシステムの意思決
定プロセスの適切な
説明を要求すること
が可能であるべきで
ある。

(該当なし) (該当なし) (該当なし)

• データとソフトウェア
の利用の際は、著作
権規制や知的財産法
等の著作権関連法律
を遵守すべき

(該当なし)

英国米国/OECD*シンガポール 中国 EU

Accoun

tability

a.

AI提供
側の責
任の明
確化

b.

説明メ
カニズ
ムの明
確化

c.

データに
関わる
著作権
の遵守

20 *米国政府はOECDの「Recommendation of the Council on Artificial Intelligence 」を支持
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各国の要求事項

【倫理要素に対する各国の方針⑨】
Dignityについては、各国とも共通して人間中心を前提とする記載をしており、中国は
人間と機械の調和にも言及している

• 利用者を中心に考え、
Human AI Interface

を作成
• 利用者の信頼、理解
を獲得

• AIシステムは、人間の
尊厳、権利、自由、文
化的多様性に適合す
るように設計され、運
用されるべきである

• 人間を不利な地位に
置き換えないこと

• AIの正当性を定める
際公共の利益の優先
する

• AIシステムを設計お
よび展開は個人と全
体の幸福を前提にす
る

• 人間を不利な地位に
置き換えないこと

• 「本質的な価値」は他
人やAIシステムなどの
新しいテクノロジーに
よって減少、妥協、ま
たは抑制されることは
ない

(該当なし) (該当なし)

• 人間と機械の調和を
保つ

(該当なし) (該当なし)

• データプラクティスの
影響を受ける人・コ
ミュニティの判断を重
視

• 個人データに対するAI

の適用を通じ、個人が
本来持つ又は持つは
ずの自由を不合理に
侵害してはならない (該当なし)

• 個人の自由な意思決
定を行う能力を確保し、
自主性、自己表現の
力、および意見を聞く
権利を保護する

• 人間は自分自身の人
生を自由に決定でき
るようにすべきであり、
これを守りながらAIの
利点と機会に平等に
アクセスできるように
するには政府および
非政府組織の介入も
必要である

Dignity

a. 

人間中
心

b.

人間と
機械の
調和

c.

利用者
の判断
を尊重

英国米国/OECD*シンガポール 中国 EU

Human
centric

Human-AI

21 *米国政府はOECDの「Recommendation of the Council on Artificial Intelligence 」を支持
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Explainability（a.利用者が解釈可能）に関する対応事例

（参考）【倫理要素に対する方針への対応例】
FaceBookは、動画等により利用者の解釈可能性の実装を試みている

「Transparent」を果たすために、動画等を含め
た分かり易くデータ収集・利用状況を開示

出所：PDPC, IMDA 「Model Artificial Intelligence Governance Framework）(Second edition)」2020.1
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Safety（ b.利用者における制御可能性）に関する対応事例

規制に関する分析サービスを提供す
るRegTech 会社SUADEは、以下を

考慮し、人間が監視し、必要な場合
に人間に引き継がれるAIモデルを採
用
• アルゴリズムの結果を正確に解釈
するために、一定の専門的解釈が
必要

• AIツールが規制の影響を正確に

分析せず誤った結果を推奨した場
合の規制違反のコスト

配車サービスを提供するGRABは以
下を考慮し、人間関与無しのAIモデ
ルを採用
• アプリ上毎分5,000を超えるルート
の計算が必要され、人間が関与す
る場合、サービスの効率とコストの
面で顧客に影響を与える

• AIの意思決定が最適なソシュー
ションではないとしても、ユーザー
の生命への害の程度と可能性は
低い

（参考）【倫理要素に対する方針への対応例】
Safetyの利用者における制御可能性について、SUADE LABSとGRABはそれぞれ
のサービス特性に鑑み、異なる対応を行っている

出所：PDPC, IMDA 「Model Artificial Intelligence Governance Framework）(Second edition)」2020.1
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ガバナンスの実装

24



© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.25

企業等へのAIガバナンスの実装に向けた各国政府による主なアプローチ

各国ではAIガバナンスの実装に向けて規制や技術開発を進めるとともに、企業への
方針の浸透、実装状況の見える化やモニタリングに着手している

B.認証プログラム

D.AI倫理に係る
規制等

E.AI倫理に係る
研究開発

A.ガイドライン等
による理解促進

組織に対する認証

シンガポールは、通信メディアエコシステムを構築するための安全性に関する認
証プログラム（＠SGD）を運営

欧州も “Trustworthy AI”ラベルの可能性を示唆(might be suitable)

Transparent、AccountableやFairを宣言する組織について、多様な分野や技術
へ適用される認証制度の可能性を示唆(can be)

標準の作成

国務院にて、Safety、Robust,、
Traceability、Privacyに関する標準化
の研究と作成を提言、また、自動運転
やロボット等の関連業界における標準
作成を提言

調査・分析によるリスク抽出

英CDEIは、独立した機関として企業のＡＩコードを設計して、
企業における遵守状況を監視して改善のアドバイスを行う
機関を目指す（現在は情報提供のみを実施）

中国の国家AI標準相対組も同様な機関の設立を構想

監査環境の整備

AIシステムやアルゴリズムに対する監査の必要性に
言及

事例の発信

産業界の自主的な動きを促進するため、ガバナンス枠組
み案を策定、同枠組みに基づく企業の取組み事例を公表

ルールの整備、罰則の規定

個人情報の取り扱い、公平性の担保に関する罰則、自動運転を中心とした条件等の規制を策定

倫理を実装するAIの研究・開発

ExplainablityやRobustを中心にAI関連の技術開発プログラムを推進

C.監査・
モニタリング

ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
装

セルフチェックシートの発信

シンガポールは、ガバナンス枠組み案に基づく企業のセル
フチェックシートを公表

欧州は、 企業がAIガイドラインを運営・実装可能とするた
めのアセスメントリストを公表
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【A.ガイドライン等による理解促進】
シンガポールはAI利用組織の「モデルAIガバナンス枠組み」 の実践について事業者
のセルフチェックを支援するための「実施・自己評価ガイド」を発行

実施・自己評価ガイド
Implementation and Self-Assessment Guide for 

Organisations (“ISAGO”)

内容
• 「ガバナンスAI枠組み」の倫理原則を一般的なAI展開プロセスに
実装させるため、セルフチェックできる質問文の形でまとめてい
るガイドとなる
※今後ISOが作成中のAI標準を参考にする予定と言及

セルフチェックシートの発信

目的

• ②「モデルAIガバナンス枠組み」の付随資料として、AI利用企業
や組織が自ら自社のAIガバナンスの行動と要求事項の整合性
を評価することを支援する

作成機関

• （モデルAIガバナンス枠組みと同じく） IMDAとPDPCが主導し、
World Economic Forum Centreと60の組織と協業し作成

質問文の例

頑健性関連の質問

展開されたAIモデルが十分に堅
牢であることを確認しましたか？

- AIモデルの設計、検証を検討する

- AIモデルで敵対的なテストを実施することが適切かどうかを検
討し、より広い範囲の予期しない入力変数（予期しない変更や
異常など）を処理できることを確認する

- AIモデルによる受け入れられない/不正確な結果または失敗
が生じた場合、バックアップシステム、プロトコル、または手順
を導入する必要があるかどうかを検討する

出所：PDPC, IMDA 「Implementation and Self-Assessment Guide for Organisations (“ISAGO”)）2020.1, 

IMDA 「Compendium of Use Cases)」2020.1 
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【A.ガイドライン等による理解促進】
シンガポールはAI利用組織が「モデルAIガバナンス枠組み」 の実践の参考となる
「ユースケース」を発行

事例の発信

ユースケースの要約
Compendium of Use Cases

目的

• ②「モデルAIガバナンス枠組み」全体ではAIガバナンスの実装によ
り他の企業との差別化及びステークホルダーとの信頼関係の構築
を図る

• その中で、本ユースケースは「モデルAIガバナンス枠組み」と「実
施・自己評価ガイド」を補完する位置づけにある

作成機関

• IMDA

内容
• 要求事項を実装している企業について倫理要素に関する取り組み
を行う8つの企業事例を掲載している

• 異なるセクター・規模のシンガポール及び海外の企業・組織が、自
社のAIガバナンスを②「モデルAIガバナンス枠組み」の要求事項に

対して如何に実装或いはアラインしているかを見える化するととも
に、その結果得たベネフィットを示す

企業事例の例

出所：PDPC, IMDA 「Implementation and Self-Assessment Guide for Organisations (“ISAGO”)）2020.1, 

IMDA 「Compendium of Use Cases)」2020.1 

UCARE.AIの医療費用コスト削減事例

• クライアントに正確なパラメーターを開示する

• 運用、収益、または顧客に予見可能な影響を与えるアルゴリ
ズムの詳細な説明を提供する

• 請求額の分析と予測におけるAIの使用の宣言する
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アセスメントリストの作成

【A.ガイドライン等による理解促進】
EUは倫理ガイドラインの実装を実現するためのアセスメントリストを作成

ステータス（2020年1月時点）

• パイロットフェーズ。現在のリストに対するフィードバックを企業
等から収集し、2020年初頭に改訂版を公開する予定

• 2019年6月26日－12月1日において、以下のアプローチで
フィードバックを収集済み

 アセスメントリストに関するサーベイ
 ベストプラクティスの収集
 深堀インタビューの実施

450組織がパイロットフェーズへ登録し、フィードバックを提供

目的
• 「Ethics guidelines for trustworthy AI」の7つの要求条件を実装可能
にする

• AI実践者が信頼できるAIを開発、展開、使用するためのガイドを提供
• あらゆる分野にて信頼できるAIを確保するための基盤を提供

企業

National Police of 

The Netherlands

研究機関 政府

フィードバックを提供済みの組織

作成機関
• AI高等専門家グループ（AI HLEG） ※欧州委員会が設置

出所：Ethics Guidelines for Trustworthy AI HP

内容
• 倫理原則に関連する質問及びAIシステムの信頼性を確保するのに役
立つ手順及び実行に必要となる手順から構成

アセスメントリストの質問例

 追跡可能性を確保する対策は構築されているか。これは以下の方法の文書化が含まれる：
 アルゴリズムシステムの設計と開発に使用される方法

O ルールベースのAIシステム：プログラミングの方法またはモデルの作成方法
O 学習ベースのAIシステム: どのような入力データが収集、選択され、このような動作は如何に発生したかを含むアルゴリズムをト
レーニングする方法
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認証プログラム@SGDの運営

【B.認証プログラム】
シンガポールはAI企業の認証プログラム@SGDを運営し、イノベーティブ・テック企業
の安全性強化の促進と国際競争力の向上を図っている

プログラムの概要

• 2017年に開始

• 通信メディアエコシステムを構築するための認証プログラム

• 安全性等をテスト、アセスメントで合格したスタートアップまたは中
小企業へ@SGDを与える

• 認証の有効期間は18ヶ月

• 承認された企業は以下が期待できるとされている

 政府からの信頼に関する墨付きを得られているため、政府や大
手企業からの投資・取引機会が増加する

 国際的な展示会に参加する機会が増加し、海外からの投資を
受ける可能性が高まる

運営主体

• IMDA

目的

• イノベーティブ・テック企業の安全性強化の促進
• シンガポール企業の国際競争力の向上

SG:Dの認証を受けたAI関連企業リスト（一部）

出所：IMDA Accreditation @SGD HP

※2020年1月時点でAI関連で承認されている企業は19社
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認証プログラム@SGDの展開

【B.認証プログラム】
SGD認証プログラムは、＠SGD認証企業に有利なビジネス環境の構築とSGD認証
の魅力向上を進めている

認証企業に対する支援 連携機関及び支援内容

ビジネス
マッチング

• 承認企業へ政府および企業のプロジェクトへのマーケットアクセスプラット
フォームを提供：
‒ ワークショップやイベントを通じて政府機関と企業の主要な利害関係者
に提案を行い、産業変革計画の実行に有意義に関与する機会を創出

• 三つの主要の銀行（DBS、OCBC、UOB）と連携し、 @SGD承認企業が革
新的なプロジェクトに参加する機会を提供

IPOプロセ
スの支援

• 連携するVC（Heliconia、GGVC、SPH Ventures、ST Engineering 

Ventures）がスタートアップに対するデューデリジェンスを行う際に@SGD

承認に関連する情報を照会を可能とすることで、当該スタートアップに対す
る理解促進とデューデリジェンスの期間短縮に寄与

• 連携するシンガポール証券会社SXG、IPOスポンサー、法律事務所、監査
事務所(Invoice Interchange, KPMG, Deloitte, Duan Morris)等の「市場の
専門家」へスタートアップがIPO関連の相談する機会を提供

認証制度自体
を広める

• TusStar(中国清華大学OBより創立したVC,インキュベーター)との間で、
IMDA-TUSSTAR XCHANGE共同プログラムを創立し、双方の国で融資を
受ける機会を拡大する目的を共有

• @SGD承認企業の中国への進出を支援
‒ コミュニティネットワーキングと、ベンチャーキャピタル会社、メンター、中
国の大企業のネットワークへのアクセスが含まれる

効果

@SGD企業を100以上の政府機関・
企業の250以上の主要な意思決定者
へ紹介し、4.3億シンガポールドル以

上のプロジェクト機会を認証企業に与
えた

認証期限中および認証期限後の企業
に3.34億シンガポールドルのグロー
ス・キャピタルを投資
※認証期限は18ヶ月

2019.11リリースし、2020.1オープン
セレモニーを公開

認証企業
の有利な
ビジネス
環境の
提供
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モニタリング機関（CDEI）の設立

【C.監査・モニタリング】
英国では、AIガバナンスに係る調査・監視および政府への助言機能をもつ独立機関
としてCDEIが設立された

• 2019年4月1日に設立

• 英国政府により設立された独立した諮問組織

• 複雑な技術の統制、イノベーションに資する規制等に関する英国内の幅広い専門家を招聘する
• CDEIは、「AIを含むデータの倫理的で安全で革新的な使用」について現在のガバナンスの状況を
評価し、政府と規制者へ助言する「世界初の諮問機関」として設立された

• 政策や法律を通じてデータとAIの安全で倫理的なイノベーションをどのようにサポートできるかにつ
いて政府に助言し、データとAIの使用および潜在的な危険性について規制当局に専門家のアドバ
イスとサポートを提供する

概要

2019/2020の活動

予測・分析
• 市民、産業、公共部門、学界によるワークショップやセミナーを運営し、デー
タ駆動型技術の公的信頼を促進したり阻害する動向や適用（applications）
を特定する
※ 当該方法については完全ではなく（not be exhaustive）、継続的に発展
させることを想定

調査
• ターゲティングレビュー
オンラインターゲティング（特定の個人やグループを特定し、パーソナライズ
したメッセージ、内容やサービスを提供すること）の便益や被害のポテンシャ
ルを特定し、責任あるイノベーションを促進し、リスクを最小化するガバナン
スフレームワークを検討。

• バイアスレビュー
文献調査、技術調査およびワークショップを通じて、アルゴリズムにおけるバ
イアスに関する課題を調査

• 専門家の招集
ワークショップやセミナー等を開催

• 政策レビューグループ
特定のレビューに関与する利害関係者からなるグループ

• 共同制作と委託
パートナー企業及び外部専門家と協力

• エビデンスの要求
AIに係るエビデンスを求めるとともに、専門知識を提供する
よう奨励

• パートナーシップ
一部のステークホルダーと正式なパートナーシップを結ぶ

• 企業、イノベーターとの連携
企業（特にスタートアップや中小企業）と連携し、意見を取り
入れる

CDEIにAIコードを作成させ、他の機関
と連携し企業におけるAIコードの遵守
状況を監視し、改善する方法について
アドバイスを行う役割を与えたい

上院AI特別委員会

How the CDEI will work

出所：Centre for Data Ethics and Innovation HP, DCMS 「AI Sector Deal」 2018.4, BEIS「Industry Strategy」2017.12, 

DCMS「Framework Agreement between the Department for Digital, Culture, Media & Sport and the Centre for Data 

Ethics and Innovation」2019.3
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【C.監査・モニタリング】
CDEIの理事会は学識者等の専門家から構成され、CDEIの業務の成果を監視する

役割
CDEIの業務の成果、政府に対する助言を監視すると
ともにそれらに対して説明責任を持つ

構成
12名の専門家（上院AI特別委員会、アラン・チューリ
ング研究所、Oxford大学等の機関に所属）から構成

（参考）CDEIの理事会

出所: DCMS「Introduction to the Centre for Data Ethics and Innovation 」2019.3
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【D. AI倫理に係る規制等】
Privacyについては、現時点では各国ともに既存の個人情報保護関連の法制度の枠
組みの中で対応している

中国

シンガポール

米国

Privacy

各分野の規定にて関連条項あり
「電気通信及びインターネット利用者の個人情報保護に
関する規定」「サイバーセキュリティ法」「電子商務法」
「刑法修正案」

一般的なデータ収集、利用、開示の規定を
有する「Personal Data Protection Act 

2012(PDPA)」

共通領域 個別領域

事業者はNHTSAにプライバシーデータベース
を設置し、プライバシー情報の扱いを検索でき
るようにする
「AV START Act」

（領域を跨る統一した個人情報保護法につ
いて現在作成中）

英国

公共部門の任務に関連するデータ再利用当
たる当不正利用を禁止
「Re-use of Public Sector Information 

Regulations 2015」

データの利用、共有に関して不正な利用が禁
止されている
「Data Protection Act 2018, Information 

Commissioner’s Code of Practice for Data 

Sharing, Digital Economy Act,  Freedom of 

Information Act 2000」

UKの法律以外については、GDPRを参照

EU

個人データは適切で、関連性があり、処理さ
れる目的に関して必要なものに限定される
べきである
「General Data Protection Regulation 

(GDPR 5(c) )」

33

※上記はAIの倫理要素に関連する主要な法令を取り上げている
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【D. AI倫理に係る規制等】
米国と英国では、AIの判断に関するFairnessの実装について法制度化が検討され
ている

Fairness

共通領域 個別領域

米国

連邦取引委員会はAI事業者が、人種、宗教、
性別等の情報がAIの判断に差別的な影響を
与えていない事を、審査することを要求
「Algorithmic Accountability Act（検討中）」

英国
公共部門の平等義務が含まれ、アルゴリズ
ムにも適用される
「Equality Act 2010」

34

※上記はAIの倫理要素に関連する主要な法令を取り上げている

Dignity

EU

データ主体は同意なく自動化された取り扱い
によって法的決定及びそれに類する重大な
決定をされない権利を有する
「General Data Protection Regulation 

(GDPR 22)」

米国

警察などが公共スペースで顔認識テクノロ
ジーを使用することを禁止
「Stop Secret Surveillance Ordinance」
※立法・適応州：カリフォルニア州のサンフラ
ンシスコ、オークラン、バークレー及びマサ
チューセッツ州ソマービル

AI面接を行う場合には、面接者に事前に告
知し同意を得ることと、面接者の要求によっ
て30日以内のデータ破棄することを要求

「Artificial Intelligence Video Interview Act」

※立法・適応州：イリノイ州
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【D. AI倫理に係る規制等】
Safetyに関して、自動運転に関しては中、星、米において試験等の安全性に関する
規定が見受けられる

Safety

自動運転の安全性向上するため保険加入や
使用許可に関する規定がある
「Road Traffic Act」

政府が公益に反すると判断した情報を、インタ
ネット上での拡散を禁止する
「Protection from Online Falsehoods and 

Manipulation Act」

自動運転実験の安全性関連の規定がある
「インテリジェント・コネクテッドカーの道路測定試験管理
規範（試行）」

自動運転領域において、公道上の自動運
転車試験と展開における安全性に係る規
定がある
「California Autonomous Vehicle Testing 

Regulations」
立法・適応州：カリフォルニア州
※2011年ネバダ州は最初の州として自動運転車
の運転を許可した以来、30を超える州が法律を
制定し、自動運転車に関連する行政命令を発行

共通領域 個別領域

中国

シンガポール

米国

EU

不正な又は違法な処理からの保護、不慮の
損失、破壊からの保護を含み、個人データ
の適切なセキュリティが確保される形で処理
すること
「General Data Protection Regulation 

(GDPR 5(f) )」

35

※上記はAIの倫理要素に関連する主要な法令を取り上げている
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データに関する著作権や知的財産権を規定
「Copyright and Rights in Databases 

Regulations 1997」「Intellectual Property 

Act 2014」

AI提供側が、法律規範に従いデータの説明
責任を果たすべき
「GDPR」

Traceability

英国

EU

英国
GDPRに遵守する
「GDPR」

データ処理活動の記録の保持に関する対策
を講じることを証明する
「General Data Protection Regulation 

(GDPR 30)」

【D. AI倫理に係る規制等】
Traceability, Dignityに関してEUはGDPRに参照と言及しており、 Accountability

について英国ではデータ特有の権利関係について触れている
共通領域 個別領域

36

※上記はAIの倫理要素に関連する主要な法令を取り上げている

EU

アルゴリズム高速取引を行う投資家を登
録制とし、実効的な体制整備、リスク管
理義務当局への情報提供義務を課す
「Markets in Financial Instruments 

Directive II」

Accountabilit

y
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（参考）規制等の背景と対応（米国における顔認証）

【D. AI倫理に係る規制等】
米国ではAI顔認証技術の利用拡大に伴い、人種・性別の差別や誤認の問題が議論
され、サンフランシスコ市では顔認証技術の使用禁止に至った

トラブル事例 政府の対策

• 2019年11月イリノイ州議会
により「AI動画面接規制法」
が成立し、2020年1月からイ
リノイ州にて施行される

• AI面接を行う場合には、志
願者に事前に告知し同意を
得ることと、志願者の要求に
よって30日以内のデータ破
棄することを規定

2018年6月、New York Timesに発表された「When 

the Robot Doesn’t See Dark Skin」において、AIサー
ビスに関わる人種と性別の差別問題の議論が注目さ
れた

• Hirevueが提供する、面接活動でにおいて求職者をスコアリングし・選別
するAIサービスは、以前の面接官の好みを模倣し差別が生じる可能性が
高いと批判され、黒人の女性の採用率が低くなる問題が指摘された。

• また、顔認証技術のミスは、白人男性が1%以下であることに対して、アフ
リカ系女性(Dark-skinned African Woman)は21%-30%となり、性別と人
種に関連する差別問題として議論された

関連する
倫理要素

Fairness 

社会的な背景

人種や性別の
差別問題が顕

在化 2019年4月、Amazonが開発した顔認証技術
「Rekognition」を米政府機関に販売する提案に対
して、米国自由人権協会ACLU(American Civil 

Liberties Union)、Amazonの従業員や一部株主か
ら反対された

• 米国自由人権協会（ACLU）が2018年7月、 「Rekognition」が米連邦議会
議員の28人の顔写真を犯罪者と誤認したと報告。信頼性が不十分であり、
顔の照合で誤判定を起こしているとして批判されている

• 取締役会が独立した証拠に基づく評価を通じ、「この技術が公民権および
人権を実際もしくは潜在的に侵害する原因もしくは一因となる」ことを結論

Dignity

Robustness 

37 出所：JETRO, BBC NEWS Japan

• 2019年5月14日、米サンフ
ランシスコ市監理委員会
(The San Francisco Board 

of Supervisors)は、公共機
関による顔認証技術の使用
を禁止する条例案を可決

• この条例案の対象となるの
は、サンフランシスコ市警察
などの市当局となる(一般市
民や民間企業の利用と連邦
規制が適用される空港や港
湾は該当しない)
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【D. AI倫理に係る規制等】
中国では、AIを利用する配車サービスや顔交換アプリで生じたトラブルに対し、政府
が該当企業を監視・警告し、新しい規制を速やかに策定

トラブル事件 政府の対策
関連する
倫理要素

• 政府はDiDiのHitchサービスを無期限停止とした
• 交通運送部等10部門から組成した専門家がDiDiに対して半月に渡り
安全検査を行った

• 交通運送部と公安部により「配車サービスに対する安全管理緊急通
知」が策定され、AIに関しては以下の規定が記述されている
− 不正ドライバーのアプリ利用禁止：ドライバーの登録情報の審査を強化
し、顔認証を用いて運転ドライバーが登録情報と一致しているかを確認

− リスクマネジメントの強化：ルートがAIから提供するルートとずれたり、怪
しい長時間の停車の場合、異常状況として即時処理する

− ランダムなマッチングを実行する：乗客はドライバーを選択可能が、ドライ
バーは乗客を選択できない

− ドライバーが乗客情報をコンタクトする機会を減らし、乗客の個人情報漏
洩を防ぐ

• 2018年、DiDiのAIを搭載するCtoC

配車サービス「Hitch」を利用したドラ
イバーが乗客を殺害する事件が3ヶ
月以内に2件発生

• 警察通報、クレーム機能がリアルタ
イムで機能できない他、ドライバー
が不正情報を利用して登録している
こと等、AIサービスの安全性が問わ
れた

Safety

Traceabilit

y

Privacy

社会的な背景

AIアプリの普及
に伴う不正利用、
犯罪、詐欺が増

加

• ZAOは工業・情報化部インタネット安全管理局により警告を受け、
ユーザー個人情報の保護とアプリの安全強化を促進

• 2019年11月、中国国家インターネット情報弁公室は「ネットワーク音
声・動画情報サービス管理規定」を公布し、ディープラーニング技術を
利用した動画内容についての規則を制定した

− AIを利用し画像や動画を合成した場合、それが真実ではないと明
確に記載しなければならない

− ディープラーニングやVR等の技術を利用し、虚偽の情報やニュー
スを制作、公表、発信してはならない

• 2019年9月、画像上の顔を書き替え
るディープフェイク（Deep fake）技
術を使用してユーザーと有名俳優の
顔を入れ替える中国製アプリ「ZAO」
が、不正当とされる条項が大きなプ
ライバシー論争を巻き起こした

• アップロードされたすべての写真に
ついて、開発者に無料かつ永続的
に使用する権利を認めるほか、開発
者がこれらの写真をユーザーの許
可なしにあらゆる第三者に譲渡でき
ることを認めるものである

Privacy

今まで軽視され
てきたプライバ
シーに関する関
心の高まり

38 出所：TECHCRUNCH, 36.Kr.Japan

（参考）規制等の背景と対応（中国におけるAIアプリトラブル）
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AI倫理に関する技術開発プログラム

【E. AI倫理に係る研究開発】
各国が主にExplainablityに関する開発に取り組む中、米、中はRobustnessに関す
る研究開発にも重点をおいている

技術開発
の背景

主導機関

研究の
特徴

中国

• 中国はAI応用層領域の
研究が先端的で、新しい
ニューラルネットワーク
の研究開発も進んでい
る

• 今後は比較的に研究力
が弱い技術層や基礎層
の研究と、AIの利用の普
及とデータの収取のため
5Gに注力している

科学技術部
中国科学院

• 画像・音声認識の研究と
応用が進んでおり、不確
実な急変化に対応でき
るRobustの研究がメイ
ンとなっている

米国

• AI技術はそれに関連す
るIT技術と共進化する
必要があるとしている

• 中でも5G通信や量子コ
ンピューターを特に注
力して投資するべき対
象として挙げている

DARPA

（国防高等研究計画局）

• DARPAが主導している
ため、Robustや軍事
利用を前提とした研究
がメインである

• 最終的な判断は人間
が行う前提とした
Explainabilityに関す
る研究が盛んである

シンガポール

• スマート国家の推進を
通じて、政府のAI技術
の利用成熟度が高い

• AIの応用領域の発展は
比較的に強い、
Fintech企業の活性化
に伴い金融領域におけ
るAIの利活用が見られ
る

IMDA

• IMDA等の政府機関に
より立ち上げた「AI 

Singapore」でAI人材育
成の一環として、アワー
ドを与える形でAI倫理
研究を推進し、その中
AIのExplainabilityの
研究が挙げられている

英国

• 世界最高のイノベーショ
ン国家を目指し、AIセク
ターが重点領域として
置かれ、AIの研究と人
材育成に注力している

• データサイエンスの強
みに基づいて、公共部
門等が公平・安全に
データ共有、利用する
環境の構築、に基づい
て、AIとデータ倫理の技
術開発を行う

アラン・チューリング研究所

• 比較的に幅広いテーマ
に取り組んでいる（説明
可能性、頑健性、追跡
可能性、尊厳）
※ただし、開発ステー
タスについては、不明
なものが多い

EU

（EU全体
としては情
報が無く、
構成国各
国にて行
われてい
る）

• 各国機
関

（EU全体
としての特
徴は無し）



© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

AI倫理に関する技術開発の概要

【E. AI倫理に係る研究開発】
米国は倫理に関する技術開発を幅広く推進、中国は応用領域での商用利用に直結
するRobustnessの研究が多い

Explainability

Robustness

• 応用領域に注力してきたこ
とから、サービス品質に関
連性の高いアルゴリズム
のRobustnessに関する
研究が多い

• 特に、顔認証、画像認識に
注力して異常な状況でも動
作可能なモデルの技術開
発を進める

中国

• DARPA（国防高等研究計
画局）等の軍事部門が中
心となり、産業界・学界を
巻き込んだ形で研究が進
む

• そもそも理解可能なモデル
の作成と、モデルをより理
解しやすい形への翻訳の
両面から研究を行う

• DARPAはAIに対する敵対
的な攻撃に対する脅威を
認識し、GRAD

（Guaranteeing AI 

Robustness against 

Deception）プログラムを、
立ち上げ、下記の3点を中
心に研究・開発を進めてい
る
1.防御可能なMLの理論
的基盤の開発
2.防御可能なシステムの
作成とテスト
3.テストプラットフォームの
作成

米国シンガポール

• 今までブラックボックスで中
身が説明されていないアル
ゴリズムの透明性向上の
ため、説明可能なAIに関す
る研究が行われている

• 解釈可能なAlシステム関
連の一連のツールの開発
とテクニカルなソリューショ
ンの開発が行われている

• ニューラルネットワークを自
然言語で説明できるような
アプローチを研究している

• 医療領域において、手術に
おける画像認識の頑健性
を確保し、手術の際コント
ロール可能

• 個人レベルのモデルの不
確実性を理解する前提で、
利用できるアプローチを開
発している

英国

40

※上記はAIの倫理要素に関連する主要な技術開発を取り上げている
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AI倫理に関する技術開発の概要

【E. AI倫理に係る研究開発】
英国はTraceabilityの実現に向けて、ベンチマークテスト等の開発手法を検討

Fairness

• 政府機関（NSF）と民間
（Amazon）が共同で
Fairnessの研究プログラム
を行っている

Traceability

• AIの精度が落ちているか、
適切な情報が正しく出力さ
れているか、それを記録し
て追跡できるかのベンチ
マークテスト等を倫理に関
わる要点を含めて検討して
いる

Dignity

• 医療領域において、医者
の手術の際に利用する画
像認識をHuman 

Interfaceで設計する

中国米国シンガポール 英国

※上記はAIの倫理要素に関連する主要な技術開発を取り上げている
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Google, IBMのAI倫理技術開発の状況

【E. AI倫理に係る研究開発】
Google, IBM等のテクノロジー企業はAI開発者向けにExplainability, Fairness, 

Robustnessの対応を支援するオープンキットを提供

企業名

• 2019年11月、Googleの新しいサービス「Explainable AI」がリリース
• 学習済みの予測モデルを用いて、予測結果が入力データのどの要素
によって影響を受けているかを選別し、影響度合いを測定できる

倫理要素

Explainability

• 2019年8月、IBMにより「AI Explainability 360」ツールキットがリリース
• 最新のアルゴリズムと説明可能性の指標を含むオープンソースツール
キットであり、AIがどのように意思決定を行っているかを可視化すること
ができる

Explainability

Fairness

• 2018年9月、 IBMにより「AI Fairness 360」ツールキットがリリース
• AI モデル・ビルダーを使用してモデル内に潜む不要なバイアスを識別、
調査、軽減できる、データ・サイエンティスト向けのリッチなオープンソー
ス・ライブラリーである

• 2018年4月、 IBMにより「Adversarial Robustness 360」 ツールボック
スがリリース

• 敵対的な機械学習のためのオープンソースライブラリであり、敵の攻撃
に対してAIモデルを防御および検証するためのツールを研究者と開発
者へ提供

Robustness

技術開発の内容
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AIガバナンスの3つの視点

AIガバナンスは①AIサービスリリース前のサービス実装、②リリース後の
モニタリング、③インシデント対応の組合せが考えられる

AIサービスリリース前

AIサービスを提供する企業が
ガイドライン等の原則を元にリスク

対応を検討する

AIサービスリリース後

AIサービスを提供する企業による
リスク対応の運用状況を、リリー
スを踏まえて定期的にモニタリン

グする

インシデント発生時

インシデント対応：事故発生時に
調査委員会をスムーズに立ち上
げ、必要な法制度の改正も含めて

改善策を検討する

AIサービスの
ライフサイクル

P44 P45 P46

サービス企画・開発 サービス提供（運用・保守）

▲リリース

AIサービスに
対するガバナン

ス

1 2 3

Discussion Paper

定期モニタリングサービスへの実装
インシデント対応
・フィードバック
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シンガポールのAIガバナンスをベースとした例（モデルフレームワークの提供→企業のガバナンス実装の推進）

【AIガバナンスの実現例： AIサービスリリース前】
政府が要求事項を定義し、企業が独自にガバナンスを実装する

規準・ガイドライン
（Model AI Governance 

Framework）

法規制

国 企業

技術開発・研究

第三者による
監査・保証
（未実現）

AIガバナンスの実装
（Compendium of Use Cases

の事例等）

クライテリア

Traceability

Safety

Fairness

Explainability

Transparency ・・・

クライテリアごとに
部分最適

AIサービス AIサービス

AIサービス AIサービス

要求事項を定義
（強制力はなく、実施している企業

にトラストマークを発行）

具体的な方法は企業
が独自に検討

未実現の領域

実現している領域

※本章はDiscussionの目的で簡易的作成したモデルの図であり、
各国で実現しているAIガバナンスの実態とは必ずしも一致しない

Discussion Paper
1
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英国が目指すAIガバナンスをベースとした例（AIコードの遵守＋モニタリング）

【AIガバナンスの実現例： AIサービスリリース後】
政府を介してフィードバックを提供し、企業を監査する

ハイレベルな
方針

法規制

国 企業

技術開発・研究

AIガバナンスの実装

クライテリア

Traceability

Safety

Fairness

Explainability

Transparency ・・・

クライテリアごとに
部分最適

AIサービス AIサービス

AIサービス AIサービス

監査・保証
（予定）

独立助言機関であ
るCDEIの役割

• AIコードの作成
• 他の機関と連携
し企業における
AIコードの遵守
状況の監視

• 改善する方法に
ついてアドバイス
の実施

規準・ガイドライン
（AIコード：予定）

未実現の領域

実現している領域

※本章はDiscussionの目的で簡易的作成したモデルの図であり、
各国で実現しているAIガバナンスの実態とは必ずしも一致しない

未実現、フォード
バックを返す

Discussion Paper
2
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インシデント発生時の事故調査→レギュレーションの改善を素早く実施する

【AIガバナンスの実現例： インシデント発生時の対応】
インシデント発生時に調査委員会を素早く立ち上げ、規制の改善を行う

規準・ガイドライン

法規制

国 企業

技術開発・研究

第三者による
調査委員会

AIガバナンスの実装

クライテリア

Traceability

Safety

Fairness

Explainability

Transparency ・・・

AIサービス AIサービス

AIサービス AIサービス

素早く立ち上げる

規準・ガイドライン・法
規制の改善

未実現の領域

実現している領域

※本章はDiscussionの目的で簡易的作成したモデルの図であり、
各国で実現しているAIガバナンスの実態とは必ずしも一致しない

Discussion Paper
3
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2．調査結果

(1) AIガバナンスに関する国際動向

(2) 各国・機関別の動向（詳細）

(3) 検討会の概要

47
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シンガポールの制度検討状況

48
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AIの開発・利活用に関する状況

【背景】
シンガポールは政府や金融分野を中心としたビジネスにおける利活用が進んでいる

AI関連特許出願数

※特許事務所別

21位

AIの研究・開発 AIの利活用

政府AI準備指標

※ 「AIを国民へ提供する国のサービスに活用で
きる」ことに関連する指標により順位付け

AIスタートアップ企業社数

※全世界においてAIを利活用する企業

14位
/世界各国

論文ヒットシェア
（音声認識）

10位

1位
／194か国中

Fintechハブ ランキング

※全世界において最も堅牢な
FinTechエコシステムを持つ地域

1位
/世界各都市

出所：WIPO「WIPO Technology Trends 2019」, Asgard& Roland Berger 「Global Artificial Intelligence Landscape」 2018, Oxford Insights 「Government Artificial Intelligence 

Readiness Index 2019」, Institute for Financial Services Zug (IFZ) 「Global FinTech Rankings 2018」, NEDO技術戦略センター
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AI倫理の検討の背景と位置付け（デジタル経済行動枠組みより）

【背景】
シンガポール政府は国の競争優位性や立ち位置を踏まえ、デジタル経済の先導役で
を目指し、そのためにはAI倫理の環境整備が不可欠としている

背景
（デジタル
戦略）

シンガポール政府は自国の競争優位性と経済上の制約等を踏まえながら、デジタル経済の先導役であり続けることを目指
している

 構築済みの競争優位性の活用
• 従来からの競争優位として、成熟度の高いインフラ、教育レベルの高い経験豊富な人材、安定的な政権を擁し、また東西の世界
を繋げるアジアの金融の中心地として位置づけられる

• シンガポール政府は様々な産業におけるデジタル化施策を取り組み、それらの強みをデジタル領域に拡張していく。例えば、フィ
ンテックへの225MS$の投資を通じてデジタル金融センターへ向けて推進を狙う

• シンガポールはフィンテックランキングで世界一位1に評価されており、「世界において最もビジネスが行いやすい国2」ランキングで
3位として評価されたように、スタートアップシーンは成長し続け、海外の優秀な人材を魅力している

 グローバル経済を前提とした立ち位置
• シンガポールの経済的な生存はグローバル経済との関係性を前提としているため、グローバルトレンドの中で生じる新たな価値を
機会として捉える、デジタル経済の先導者であり続ける必要がある

 土地と人的資源の制約
• 限られた土地と人的資源の脅威を受けているシンガポールは常に危機感を抱え、80年代のコンピューター革新等の波に乗り、成
功を得てきた

• 現在のデジタル化の推進に伴い様々なテクノロジーを利活用し、新たな産業、市場と職種を創出することで上記制約の解消を図
る

• その内AIは金融、海運と製造業などの一連の産業を繋げ、革新する潜在性を持つとみている

AI倫理の
位置づけ

シンガポール政府は産業界による取組・ルール作りを重視している

• 先を見据えたデータポリシーにおける強固な規制基盤を引き続き構築する
• そのために、産業界が主導する、商業的なAI実装における法的、倫理的な課題への取組や、企業の規制担当や経営的な意思決
定に資する自主的な実施規則の作成を支援する

50

出所：IMDA 「DIGITAL ECONOMY FRAMEWORK FOR ACTION」 2018
1 IFZ Global Fintech Rankings
2 Bloomberg’s 2018 Innovation Index
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（参考）デジタル経済行動枠組みの構成

【背景】
先導的なデジタルエコノミーを目指し、三つの優先事項と四つのイネーブラーにより構
成

四つのイネーブラ：

• デジタル人材の育成

• 研究とイノベーションによる企業競争力の向上

• 競争力を持つ規制環境を作るための政策・規制・
基準

• デジタルエコノミーに満たす頑健な物理的・デジタ
ルインフラ

目標：
自らに投資し続ける先導的なデジタルエコノミー

三つの戦略的優先事項：

• 加速化：各産業分野におけるデジタル化の加速化

• 競争力：新しいエコシステムの構築とイノベーショ
ン、新しいビジネスモデルの創出を支援し、グロー
バル競争力の向上

• 変革：デジタル経済を実現するための肝となる通
信情報領域の変革に注力

A framework for action to develop 

Singapore’s Digital Economy

出所：SMART NATION HP, IMDA 「DIGITAL ECONOMY FRAMEWORK FOR ACTION」2019.5
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

社会ビジョ
ン等

AI戦略等

AI倫理関連
ガイドライン

52

AI戦略および倫理の推進スケジュール

【背景】
シンガポール政府は2014年に「Smart Nation」を掲げ、2016年にAI戦略を構築、
2018年からAI倫理に関するルール作りを開始

6月、Smart Nationを支援するデジタル化
経済、社会のアンビションを公開

2

11月、「金融セクターにおけるAI・データアナリティクスの利用にお
ける公平性・倫理・説明責任・透明性（FEAT）推進のための原則」

5月、デジタル経済行動枠組み公開

5月、AI Singapore（研究・人材育成のプログラム）開始

1月、「モデルAIガバナンス枠組み」1st Edition

6月、「AIとパーソナルデータに関するディスカッションペーパー：
責任あるAI開発・導入の促進」

1

3

11月、Smart Nationプログラム開始

12月、Smart Nationビジョン公開

11月、AI Business Partnership Program (IMDA主導)

• 情報通信メディア開発庁
Info-communications Media Development Authority (IMDA) 

10月、Smart Nation及びAI戦略をリードする二つの政府機関の設立

• 政府技術庁
• Government Technology Agency

組織

ビジョン

文書

11月、
「国家AI戦略」の開始を発表

貨物運送、病気予防、
教育、通関手続き、
住民サービスの5の
重点分野を指定

1月、2nd Edition及び付随文書

2

出所：SMART NATION HP, IMDA [DIGITAL ECONOMY FRAMEWORK FOR ACTION] 2019.5, 

日本経済新聞 「シンガポール、貨物需要予測など5分野でAI実用化」 2019.11.13
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国家AI戦略のタイムライン及びマイルストーン

【背景】
11/13に公開した「国家AI戦略」は、「Smart Nation」のNext Stepとして、五つの領
域におけるAI技術の展開を2020年から2年、5年と10年をマイルストーンとして計画

貨物運送

シームレスの住
民サービス

慢性病気予防・
管理

個人に量体栽衣
する教育

通関手続き
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【背景】
（参考）SG政府のSmart Nation計画及びMobilityに関する取組予定

出所: Smart Nation HP
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出所：Zee Kin Yeong(Deputy Commissioner at PDPC) 「Artificial Intelligence 

Governance in Singapore」によりデロイト作成55

AI倫理ルール作り関連機構とガイドライン

【制度検討状況：ガイドライン】
AI倫理関連のルール作りに関して、民間機関から組成される諮問委員会の洞察・助
言の提供を受け、関連政府機関が進めている

Advisory Council on the Ethical Use of AI 

and data

AIとデータの倫理的利用に
関する諮問委員会

Regulators Roundtable on AI Governance

AIガバナンスにおける規制者
円卓会議

構成: 

各セクター規制者、政府機関
（IMDA, PDPC等）
役割：
• 政府機関向けの実践コミュニ
テー

• 各領域共通、あるいはニーズの
ある分野のAIガバナンス原則作
成と規定調整を提供

構成:

• AI技術提供者、
• AIを利用する事業
• 社会的及び消費者の利益の代
表者

役割：政府へ助言・支援を提供
• ビジネスにおけるAI活用から生
じる複雑な倫理課題を特定、

• 政府の規定作成等へ洞察と推
奨事項を提供

• 業界における倫理基準や実践
的ガイドライン、アドバイザリー
ガイドラインを作成

• 研究プログラムへ洞察を提供

2

1

3

AI・データ利用のガバ
ナンスに関する研究

プログラム

業界と顧客
の観点を
提供

主催

アドバイザリー

1. 「AIとパーソナルデータに関するディスカッ
ションペーパー：責任あるAI開発・導入の
促進」

2. 個人データ保護委員会（PDPC: Personal 

Data Protection Commission）
3. 2018年6月

4. 「モデルAIガバナンス枠組み」
5. 個人データ保護委員会（PDPC）、情報通

信メディア開発庁（IMDA: Info-comm

Media Development Authority）
6. 1st Edition2019年1月
7. 2nd Edition 2020年1月
8. ※2nd Editionの付随資料として、「ユース

ケース要約」(Compendium of Use

Case)と「実施・自己評価ガイド」
（Implementation and Self-Assessment

9. Guide for Organizations, 略称IASGO）も
発行された

1. 「金融セクターにおけるAI・データアナリ
ティクスの利用における公平性・倫理・説
明責任・透明性（FEAT）推進のための原
則」

2. シンガポール金融管理庁（MAS: 

Monetary Authority of Singapore ）
3. 2018年11月

Monetary Authority of Singapore

(MAS)

シンガポール金融管理局

アドバイザリー

1

3

2

民間企業

DBS Bank, Google, 

Mastercard, Microsoft, 

Salesforce等60の組織

フィードバック
を提供

World Economic Forum
付随資料「実施・自己
評価ガイド」共同作成

組織

ビジョン

文書
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AI技術の利用に対する信頼と理解を促進するための「責任あるAIに関する原
則」として次の2つを提案している。

1．AIによる決定、またはAIの支援を受けて行われた決定は、消費者にとって、
説明可能、透明性があり公平でなければならない。

2．AIシステム、ロボット、及びAIを使用して行われた決定は、人間中心でなけ
ればならない。

さらに、これらの原則を実行するため、次の4つのステップから成る「AIガバナン
ス枠組み案」が示されている。この枠組み案は全産業に適用できる一般的なも
ので、企業等がその目的・ニーズに応じて採りうる選択肢を示している。

1．AIガバナンスフレームワークの目的の特定
2．適切な組織ガバナンス手法の選択
3．消費者とのリレーションシップ管理プロセスの検討
4．意思決定及びリスク評価の枠組み構築

出所： PDPC 「 Discussion Paper on Artificial Intelligence (AI) and Personal Data - Fostering Responsible 

Development and Adoption of AI 」 2018.656

「AIとパーソナルデータに関するディスカッションペーパー：責任あるAI開発・導入の促進」

【制度検討状況：ガイドライン】
本ディスカッションペーパーは、 IMDA傘下のPDPCにより公開され、「責任あるAIに
関する」二つの原則と四段階のガバナンス枠組みを提案

背景・目的

他戦略・ガイドライン等との関係性

概要

強制力

• PDPCが諮問委員会の活動を支援するため、AIとデータに関する標準的な
ガバナンス枠組みやそこに盛り込むべき要素についての案をディスカッショ
ンペーパーとして取りまとめた

• 本ディスカッションペーパーは、政府・産業界の主要関係者と協議のうえ作
成された

• 本ディスカッションペーパーは「AIガバナンス倫理イニシアチブ」で示された3

つの取組みの一つとして位置づけられており、同イニシアチブの公表に併せ
てIMDA傘下のPDPCのウェブサイトで公開された

本ディスカッションペーパーはAIの商業開発・導入における倫理・ガバナンス・
消費者保護をめぐる課題についてステークホルダー間の議論を促すことを目的
としたものであり、最終的には、企業・業界団体等における自主的なガバナン
ス枠組み（行動基準等）策定の基礎として活用されることを目指している

対象者

1

AIモデル開発者

AIサービスプロバイダ

ビジネス利用者

データ提供者

消費者的利用者

その他

○（AI開発者）

○（AI開発者）

○（ユーザー企業）

○（顧客）

○（顧客）
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「モデルAIガバナンス枠組み」

【制度検討状況：ガイドライン】
モデルAIガバナンス枠組は、IMDAにより①ディスカッションペーパーに基づき作成され、
民間諮問委員会のアドバイスを加えてAI利用組織が採用すべき方策の指針を示す

2

1st Edition

AIに対する信頼と理解を促進するための次の2つの原則に基づいている。
1. 意思決定にAIを使用する組織は、その意思決定プロセスが説明可能で
透明性があり公平であることを確保しなければならない。

2. AIソリューションは人間中心でなければならない。

2nd Edition

• 1st Editionをもとに、関連性と使いやすさを高めた
I. 人間がAI意思決定へ関与する度合や、顧客関係管理をより広

範なステークホルダーとのコミュニケーションまで拡張（P25参
照）

II. 倫理要素（Robustness, Reproducibility等）を追加
III. 各原則の説明文書のあとに、企業の活用実例を追加

背景・目的

他戦略・ガイドライン等との関係性

概要

強制力

• シンガポール情報通信メディア開発庁（IMDA）により2019年1月23日に公
表された

• IMDAは、民間組織がAIソリューションを展開するにあたって倫理・ガバナン
ス上の課題に対処するための詳細で容易に実装可能な指針としてはアジア
初であるとしている

• 2019年6月に個人データ保護委員会（PDPC）により公表された①ディスカッ
ションペーパーに基づき作成された

• ②の2nd Edition の付随文書として、「ユースケース要約」「実施・自己評価
ガイド」が発行
 「ユースケース要約」は1st EditionのUCARE.AIをもとに7個AI企業を追
加

 「実施・自己評価ガイド」はWorld Economic Forum Centreとコラボし、
IMDAとPDPCにより作成され、②枠組みの倫理原則を一般的なAI展開
プロセスに実装させるため質問文の形でまとめているガイドとなる
※今後ISOが発行中のAI標準を参考する予定と言及

本モデル枠組みは主な課題と対応策について示した任意の指針である。

対象者

○（AIソリューション提供者）

○ （組織（Organisations）AIソリューションを社内オペレーション
や自社製品・サービスに採用する企業やその他組織）

AIモデル開発者

AIサービスプロバイダ

ビジネス利用者

データ提供者

消費者的利用者

その他

○ （個人（Individuals）AIを利用する個人で、顧客とも言い換える

○ （個人（Individuals）AIを利用する個人で、顧客とも言い換える

出所： PDPC, IMDA 「Model Artificial Intelligence Governance Framework）(first edition)」2019.6

PDPC, IMDA 「Model Artificial Intelligence Governance Framework）(Second edition)」2020.1

○（AIソリューション提供者）
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出所： PDPC 「Discussion paper on artificial intelligence (AI) and personal data – fostering responsible development and adoption of AI 」2018.6, PDPC, IMDA 「「Model Artificial Intelligence 

Governance Framework）(first edition)」2019.6, MAS 「Principles to Promote Fairness, Ethics, Accountability and Transparency (FEAT) in the Use of Artificial Intelligence and Data Analytics in 

Singapore’s Financial Sector」2018.11

58

AI倫理要素の用語定義

【倫理要素の定義】
Transparencyに関しては「積極的に情報開示」、Explainabilityに関しては「利用者
が解釈可能」であることと「提供者が説明可能」の双方の点で言及されている

倫理
要素

ディスカッションペーパー モデルAIガバナンス枠組み 金融セクターにおけるAI利用原則
備考

用語 定義 用語 定義 用語 定義

1 2 3

Explaina

bility

Explai

nabilit

y

• 自動化されたアルゴリズムの決定と、
その決定を導くデータについて、ど
のようにしたらエンドユーザーやその
他の利害関者に技術用語を使わず
に説明できるか？

Explainab

ility

• 自動化されたアルゴリズムの意思決定
とそれらの意思決定を導く関連データ
を、技術的ではない用語でエンドユー
ザーやその他の利害関係者に説明す
ることができる

Transpar

ency

• データ主体が要求すれば、意
思決定に使用されるデータ、及
びそのデータがAIの決定に及
ぼす効果、またはAIの決定が
データ主体に及ぼす影響につ
いて明確な説明を受けられる

a. 利用者が解
釈可能

b. 提供者が説
明可能

Transpar

ency

Trans

paren

cy

• AIに関わる利害関係者が消費者や
顧客に、「彼ら（消費者、顧客）に影
響を与える意思決定に対して、AIが
如何に・いつ使用されているか」を知
らせる手段とプロセスは何か？

Accounta

bility and 

Transpar

ency

• AIテクノロジーがどのように、いつ適用
されているかを検証するために、ユー
ザーまたは消費者向けのダウンスト
リームの測定とプロセスを組み込む

Transpar

ency

• 公衆の信頼を高めるため、デー
タの使用は一般的なコミュニ
ケーションの一環としてデータ
主体へ積極的に開示される

a. 積極的に情
報開示
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AI倫理要素の用語定義

【倫理要素の定義】
Traceablityに関しては、記録や監視およびチェック等の「検証メカニズムの構築」に
関して言及されている

倫理
要素

ディスカッションペーパー モデルAIガバナンス枠組み 金融セクターにおけるAI利用原則
備考

用語 定義 用語 定義 用語 定義

1 2 3

Traceab

ility 
― ―

Traceability
• 意思決定プロセスがわかりやすい方法

で文書化されている場合、当該AIモデ
ルは検証可能であるとみなされる

Accurac

y and 

Bias

• AIに基づく決定に利用されるデータ
とモデルは、正確性及び関連、並
びに意図的でない差別の最小化の
ために、定期的に見直しと検証が
行われる

a. 検証メカニズ
ムの構築

Accuracy

• アルゴリズムとそのデータソース全体の
エラーと不確実性の原因を特定、記録、
および明確化することによって予想でき、
最悪の場合の影響を理解し、軽減手順
を通知できる

Accountability and 

Transparency
• 設計プロセスと意思決定の詳細な記録

を保持する

Auditability

• 情報の開示することで監視、チェック、ま
たは批判の実現することを通して、関心
のある第三者がアルゴリズムの動作を
調査、理解、およびレビューできるように
する

• 監査可能性とは、AIシステムがアルゴリ
ズム、データ、および設計プロセスの評
価を受ける準備ができていることを指す

Reproducibility

• 独立した検証チームが、組織が作成し
た文書に基づいて同じAI手法を使用し
て同じ結果を生成する能力を指す

• 再現性の実装は外部再現性テスト等を
用いて外部関係者に関与が必要となる

出所： PDPC 「Discussion paper on artificial intelligence (AI) and personal data – fostering responsible development and adoption of AI 」2018.6, PDPC, IMDA 「「Model Artificial Intelligence 

Governance Framework）(first edition)」2019.6, MAS 「Principles to Promote Fairness, Ethics, Accountability and Transparency (FEAT) in the Use of Artificial Intelligence and Data Analytics in 

Singapore’s Financial Sector」2018.11
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AI倫理要素の用語定義

【倫理要素の定義】
Robustnessに関しては「異常値・ノイズによる影響への対応」に加え、「セキュリティ
への対応」が、Safetyに関しては「安全性リスクに低減」について言及されている

倫理
要素

ディスカッションペーパー モデルAIガバナンス枠組み 金融セクターにおけるAI利用原則
備考

用語 定義 用語 定義 用語 定義

1 2 3

Robustn

ess

Robustness and 

Security

• AIシステムは安全であるべきで、トレー
ニング対象のデータの改ざんや侵害に
対して脆弱ではない

a.異常値・ノイ
ズによる影響へ
の対応

b. セキュリティ
リスクへの対応

Robustness

• 堅牢性とは、実行中のエラーおよび誤っ
た入力を対処するコンピューターシステ
ムの能力を指し、無効な入力またはスト
レスの多い環境条件において場合にシ
ステムまたはコンポーネントが正しく機
能できる程度によって評価される

Repeatability
• 同じシナリオで、一貫してアクションを実

行したり、決定を下したりする能力を指
す

Safety
Human

centric

• 利用者・消費者の身
体的、心理的、感情
的、経済的な安全を
保護するうえ、利便
性等価値を提供

Human centric
• 個人に予測可能な危害を引き起こさな

い、あるいは少なくとも危害を最小限に
抑える意思決定を行うべき

― ―
a. 安全性のリ
スクの低減

出所： PDPC 「Discussion paper on artificial intelligence (AI) and personal data – fostering responsible development and adoption of AI 」2018.6, PDPC, IMDA 「「Model Artificial Intelligence 

Governance Framework）(first edition)」2019.6, MAS 「Principles to Promote Fairness, Ethics, Accountability and Transparency (FEAT) in the Use of Artificial Intelligence and Data Analytics in 

Singapore’s Financial Sector」2018.11
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AI倫理要素の用語定義

【倫理要素の定義】
Fairnessに関しては「差別の解消」について、Accountabilityに関しては「a. AI提供
の責任の明確化」について言及されている

Account

ability

Transpare

ncy

• AIエコシステム全体の
信頼を築くため、AI開発
者、データサイエンティ
スト、アプリケーションビ
ルダー、及びユーザー
企業はAIアルゴリズム、
システム、アプリケーショ
ン、及びその結果として
得られる決定それぞれ
について説明責任を負
う

Accountabilit

y

• デザインナーとオペレーターはシ
ステム、アプリケーション、アルゴ
リズムに対して責任と説明責任を
持ち、そのようなシステム、アプリ
ケーション、アルゴリズムが透明
で公正な方法で動作することを保
証することにより、信頼を構築

• AIの開発者、利用者等がAIの役
割、内容、および最新技術との整
合性に基づいて、AIシステムの適
切な機能およびAIの倫理と原則
への尊重に対して責任と説明責
任を果たすことを確保する

Internal 

Accountabil

ity

• 意思決定におけるAI使用は適切な内
部権限により承認されている

• AIを使用している企業は社内開発と外
部調達の両方の説明責任を負う

• 企業におけるAIDAの使用について、
経営陣と取締役会の意識を積極的に
高める

a. AI提供側の
責任の明確化

External 

Accountabil

ity

• データ主体には、本人に影響を与える
AIDAに基づく決定について、問合せ、
不服の申し立て、及び見直しの要求を
行うためのチャネルが提供される

• AIDAに基づく決定の見直しを行う際に
は、データ主体により提供される検証
済みかつ関連性のある補足データが
考慮される

Fairnes

s
Fair

• 意思決定システムに組
み込まれたAIアルゴリズ
ム及びモデルは、その中
核に公平性を取り入る
必要がある。例えば、自
動的意思決定を監視す
ることでアルゴリズムか
ら生じる意図しない差別
を検知する方法が挙げ
られる

Fairness

• アルゴリズムの意思決定が各人
口統計種別（人種や性別など）に
差別的または不当な影響を与え
ないようにする

Justifiability 

• AIDA（AIまたはデータアナリティクス）
に基づく意思決定によって体系的に不
利な立場に置かれることはない

• AIDAに基づく意思決定のための入力
要素として個人属性を使用することは
正当化される

a. 差別の解
消

Human 

Centricity

and well-

being

• データプラクティスのメリットを公
平に分配することを目指し、脆弱
なグループに不釣り合いに不利
なデータプラクティスを回避する

倫理
要素

ディスカッションペーパー モデルAIガバナンス枠組み 金融セクターにおけるAI利用原則
備考

用語 定義 用語 定義 用語 定義

1 2 3

出所： PDPC 「Discussion paper on artificial intelligence (AI) and personal data – fostering responsible development and adoption of AI 」2018.6, PDPC, IMDA 「「Model Artificial Intelligence 

Governance Framework）(first edition)」2019.6, MAS 「Principles to Promote Fairness, Ethics, Accountability and Transparency (FEAT) in the Use of Artificial Intelligence and Data Analytics in 

Singapore’s Financial Sector」2018.11

61
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AI倫理要素の用語定義

【倫理要素の定義】
Dignityに関しては「人間中心」の方向性に加え「利用者の判断を尊重」することを含
め、Privacyに関しては個人属性「データ利用の正当化」することを言及している

倫理
要素

ディスカッションペーパー モデルAIガバナンス枠組み 金融セクターにおけるAI利用原則
備考

用語 定義 用語 定義 用語 定義

1 2 3

Dignity
Human

centric

• AI技術の発展は利用者・消
費者を中心に考え、利用者
の理解と信頼を得ることが
重要となる。

Human

centric

• 人間の繁栄、人間の尊厳、および
人間の自主性を導く美徳的行動
に貢献するデータプラクティスを
携わる

• データプラクティスの影響を受け
る人・コミュニティの判断を重視し、
影響を受ける人々またはコミュニ
ティの価値観および倫理原則と一
致する

a. 人間市中心
（Human 

centric）
b. 利用者の判
断を尊重

Privacy
Justifiabil

ity

• AIDAに基づく意思決定のための入力要
素として個人属性を使用することは正当
化される

c. データ利用の
正当化

出所： PDPC 「Discussion paper on artificial intelligence (AI) and personal data – fostering responsible development and adoption of AI 」2018.6, PDPC, IMDA 「「Model Artificial Intelligence 

Governance Framework）(first edition)」2019.6, MAS 「Principles to Promote Fairness, Ethics, Accountability and Transparency (FEAT) in the Use of Artificial Intelligence and Data Analytics in 

Singapore’s Financial Sector」2018.11
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【要求事項】
ディスカッションペーパーでは、AI技術利用に対する理解と信頼を促進するため、責
任あるAIの開発・導入に関する4段階のガバナンスの枠組みが提案された
「AIとパーソナルデータに関するディスカッションペーパー：責任あるAI開発・導入の促進」1

目標
AIガバナンスフレーム
ワークの目的の特定

組織的ガバナンス手法
適切なガバナンス手法の

選択

カスタマーリレーションシッ
プマネジメント

顧客とのリレーションシップ管
理プロセスの検討

意思決定とリスク評価
意思決定及びリスク評価の

枠組み構築

出所： PDPC 「Discussion paper on artificial intelligence (AI) and personal data – fostering responsible 

development and adoption of AI 」2018.6
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「AIとパーソナルデータに関するディスカッションペーパー：責任あるAI開発・導入の促進」

【要求事項】
ガバナンスの枠組において、透明性、説明可能性、検証可能性、公平性及び説明責
任に関する要求事項が示されている

倫理要素

AIガバナンスフレームワーク

備考

目標 組織的ガバナンス手法
カスタマーリレーション
シップマネジメント

意思決定とリスク評
価

Transparenc

y
（透明性）

透明性のあるコミュニケーションは、AIエコシステ
ム全体の信頼構築に役立つ。

<この原則を実行する方法の例>

・さまざまなステークホルダーによる情報の提
供には、明確な目的を持ち、意図された受け
取り手の関心及びニーズに合わせて調整さ
れ、不適切でないことが必要(should)である

―

【開示ポリシー】

組織は、意思決定プロセ
スにおけるAIの使用を（完

全自動化か支援かにかか
わらず）開示することを検
討すべきである (should)

―
a. 積極に情
報開示

Explainability
（説明可能性）

• 意思決定プロセスにおいてAIを用いる組織は、
AIエンジンがどのように機能するか説明でき
なければならない(should)

• ただし、特定の種類のAIエンジンではこれが
不可能な場合は、組織は少なくとも、AIエンジ

ンが期待どおりに、技術的・倫理的なパラメー
タセット内で実行されていることを検証すべき
である (should)

• 説明可能なAIを実現するためには、ステーク
ホルダーの役割を検討する必要がある
(necessary)。例えば、
- 説明可能性の要件は、AI開発者によるAI

エンジンやソリューションの設計に反映
- AIエンジンがどのように機能するか説明で

きないユーザー企業は、計画段階から意
思決定プロセスの検証可能性を設計

― ― ―

a. 利用者へ
の解釈可能

b. 意思決定、

アルゴリズ
ムが如何に
機能するか
を説明でき
る

1

Who 

What

How 

出所： PDPC 「Discussion paper on artificial intelligence (AI) and personal data – fostering responsible 

development and adoption of AI 」2018.6



© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.65

「AIとパーソナルデータに関するディスカッションペーパー：責任あるAI開発・導入の促進」

【要求事項】
ガバナンスの枠組において、透明性、説明可能性、検証可能性、公平性及び説明責
任に関する要求事項が示されている

倫理要素

AIガバナンスフレームワーク

備考

目標 組織的ガバナンス手法
カスタマーリレーション
シップマネジメント

意思決定と
リスク評価

Traceability

(検証可能性)

検証可能性を促進する取組としては、以下が
含まれる

•意思決定プロセスを文書化するための監査
証跡の構築

•全てのデータストリームを捕捉するためのブ
ラックボックスレコーダーの実装

•組織のリスク管理を目的としたAIアルゴリズ

ムへのアクセス及び／または監査、アルゴリ
ズムの監査には以下の項目が妥当である
- アルゴリズム、規則とモデルを理解するた
めの専門知識

- 緩和策を含め、AI技術プロバイダーの商
業上の機密性を考慮

- 規制当局、影響を受ける個人と関心を持

つステークホルダーへアカウントを提供し
有用な情報を開示

― ―

a. 検証メカニ
ズムの構成

b. 監査の強
化

Fairness
（公平性）

•組織はデータに存在する可能性のあるバイアスを検
知し、バイアスを解消する対応行動を採用すべき
(should)

― ― ―
a. 差別の解
消

1

Who 

What

How 

出所： PDPC 「Discussion paper on artificial intelligence (AI) and personal data – fostering responsible 

development and adoption of AI 」2018.6
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「AIとパーソナルデータに関するディスカッションペーパー：責任あるAI開発・導入の促進」

【要求事項】
ガバナンスの枠組において、透明性、説明可能性、検証可能性、公平性及び説明責
任に関する要求事項が示されている

倫理要素

AIガバナンスフレームワーク

備考

目標 組織的ガバナンス手法
カスタマーリレーション
シップマネジメント

意思決定と
リスク評価

Accountabilit

y

(説明責任)

 組織がとるべき行動には以下が含まれる。

• データの系譜を理解する。（データがどこから来て、
組織内でどのように収集・キュレート・移動され、そ
の正確性が長期間どのように維持されてきたの
か）

• バイアスのリスクを最小化する。組織はデータに存
在する可能性のあるバイアスを検知し、バイアスを
解消する対応行動を採用するべき（should）

• データの来歴に関する記録の保持。AI展開プロセ
スモデル及びAIバリューチェーン全体で使用され

たデータの記録を取るために、別個の来歴記録を
保持することもできる(can)

 透明性のあるコミュニケーションは、AIエコシステ
ム全体の信頼構築に役立つ。

<この原則を実行する方法の例>

ステークホルダーは、消費者や顧客との効果的で明
確なコミュニケーションを確保するために、さまざまな
コミュニケーションチャネルを模索し使用することが推
奨される(encouraged)

組織は、データの説明責任に関する潜在的な
問題を軽減するために、以下のような記録の
作成やプロセスの文書化を検討しなければな
らない

•モデルの作成や意思決定に使用されたデー
タ来歴記録または監査証跡を保持

• AI開発者は、モデルの作成時に正確性スコ

アを訓練データセットに割り当てることを検
討

•ユーザー企業は、運用（または入力）データ
に二次的な正確性スコアを割り当てることを
検討

【説明ポリシー】組織は、
意思決定プロセスにAI

がどのように組み込ま
れているのか、及び/ま

たは特定の決定がどの
ようになされたかにつ
いて、適切または可能
な場合は決定の根拠と
なる理由を含め説明す
ることを検討すべきで
ある (should)

―

a. AI提供側

の責任の明確
化

b  説明メカニ
ズムの明確化

1

Who 

What

How 

出所： PDPC 「Discussion paper on artificial intelligence (AI) and personal data – fostering responsible 

development and adoption of AI 」2018.6
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【要求事項】
本モデル枠組みは、AIの責任ある利用を促進するため、組織がとるべき取るべき方
策を示し、そのうち二つの分野はAI倫理要素に対する要求事項を定めている

本モデル枠組みは、 AIの責任ある使用を促進するため四つの主
要分野における組織がとるべき方策から構成される

a. 内部ガバナンスの構造及び方策
既存のガバナンス構造を調整するあるいは内部ガバナン
ス体制を構成することで、アルゴリズム意思決定に関する
価値、リスク、責任を取り入れる

b. AI強化型意思決定における人間関与レベルの決定（元：
AI意思決定モデルの決定）
組織がAI利用の際リスク選好度の設定を支援する方法
論で、言い換えると、許容可能なリスクを決定し、AIによる
意思決定における適切な人間関与のレベルを特定する

c. 運用管理
AIモデルを展開、選択、維持する際の課題（データー管理
が含まれる）

d. d.ステークホルダーとの対話とコミュニケーション(元：顧
客リレーションシップマネジメント)

組織の利害関係者とコミュニケーション戦略、およびそれ
らとのリレーションシップマネジメント

AI倫理要素
に限らず、
共通の項目
に関して説
明

「モデルAIガバナンス枠組み」2

AI倫理要素
別に要求事
項を整理
→次頁参照

1st Editon 2nd Edition

出所： PDPC, IMDA 「Model Artificial Intelligence Governance Framework (first edition)」2019.6

PDPC, IMDA 「Model Artificial Intelligence Governance Framework (Second edition)」2020.1
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「モデルAIガバナンス枠組み」

【要求事項】
四領域のモデルAIガバナンスの枠組みにおいて、透明性、説明可能性、検証可能性
と説明責任における倫理要素の要求事項が明確化された

倫理要素
AIガバナンス枠組み

備考
c. 運用管理 d. 顧客リレーションシップ管理

Transparency
（透明性）

アルゴリズムとモデルに関して
組織は、説明可能性、再現性、及び検証可能性の概念を通じて、AIモデル

に含まれるアルゴリズムの透明性を強化する方策を検討しなければならな
い

•組織は、AIが製品やサービスで使用状況に関する一般的な
情報を提供する必要があり、該当する場合、AIがどのように
使用され、AIの役割と範囲に関する情報も提供する(could)

•透明性を向上するため、組織は、個人から提供する情報に
よってAIの意思決定が可逆できるかを検討できる(can)

a. 積極に情
報開示

Traceability
（検証可能性)

アルゴリズムとモデルに関して
•検証可能性を促進するための行動には以下が含まれる

a. 意思決定プロセスを文書化するための監査証跡の構築
b. 全てのデータストリームを捕捉するためのブラックボックスレコーダー
の実装
c. 検証可能性に関連するデータが劣化や変更のない形で適切に保存
され、その業界にとって適切な期間維持されるようにする

•監査可能性の実装には、外部関係者の関与と外部の監査人へ商業上の
機密情報の開示が必要となる

•監査を容易にするために、組織はデータの出所、調達、前処理、系統、ス
トレージ、およびセキュリティの包括的な記録を保持することを推奨する
(Can consider)

モデル開発のためのデータに関して

• 展開するモデルの選定や訓練に関与する者は、内部スタッフや外部の
サービスプロバイダである場合がある (May be) 。AIソリューションの有

効性を確保するためには、データの品質、モデル訓練、及びモデル選定
に責任を有する関連部署が連携して、データの説明責任に関して実践す
る必要がある。これには以下が含まれる

a. データの系譜の理解
b. データ品質の確保
c. 固有のバイアスの最小化
d. 訓練、試験、及び検証のためのさまざまなデータセット
e. データセットの定期的な見直し及び更新

a. 検証メカ

ニズムの構
成

b. 監査機
能の強化

c.データに
関わる記録

2

Who 

What

How 

68 出所： PDPC, IMDA 「Model Artificial Intelligence Governance Framework (first edition)」2019.6
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「モデルAIガバナンス枠組み」

【要求事項】
四領域のモデルAIガバナンスの枠組みにおいて、透明性、説明可能性、検証可能性
と説明責任における倫理要素の要求事項が明確化された

倫理要素
AIガバナンス枠組み

備考
c. 運用管理 d. 顧客リレーションシップ管理

Explainability
（説明可能性）

アルゴリズムとモデルに関して
•説明可能なAIは、AIに実装されているアルゴリズムがどのように機能して

いるか、またはモデルの予測をどのように意思決定に組み入れているか
を説明することにより達成される

•現在の技術で説明可能性が実現できない場合、組織はAIモデルにより
生成された結果の再現性を文書化することを検討してもよい(can)

組織は個人にどのような説明を提供するかについてポリシーを
策定しなければならない。意思決定プロセスでAIがどのように

機能するか、特定の意思決定がどのように行われるか、その
決定の背後にある理由、意思決定に与える影響と結果に関す
る説明が含まれる

a. 利用者

への解釈可
能
b. AI判断プ

ロセスの説
明可能

Robustness
(頑健性)

アルゴリズムとモデルに関して

•堅牢性のテストは予測可能な誤った入力に対するシナリオベースのテス
トを通して実現できる

•モデルがより堅牢であることを保証するために、組織は、AI開発者と協力

してモデルの敵対的テストを実施し、モデルがより広い範囲の予期しない
入力変数を処理できることを確認することを検討することができる(Can)

•組織は個人の「悪い言葉」「ランダムな返信」がAIシステムの
トレーニングに影響するリスクに注意すべき(should)

a. AIの頑健
性

2

Who 

What

How 

69 出所： PDPC, IMDA 「Model Artificial Intelligence Governance Framework (first edition)」2019.6



© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.70

「モデルAIガバナンス枠組み」

【要求事項】
四領域のモデルAIガバナンスの枠組みにおいて、透明性、説明可能性、検証可能性
と説明責任における倫理要素の要求事項が明確化された

倫理要素
AIガバナンス枠組み

備考
c. 運用管理 d. 顧客リレーションシップ管理

Safety
（安全性）

アルゴリズムとモデルに関して

可能な限り、試験は計画されている本番環境のダイナミズムを反映
しなければならない。安全性を確保するため、試験ではそのソリュー
ションが広く一般化され、失敗する程度についての評価が必要な場
合もある(may need to)。AIモデルが実際の環境に展開されると、積
極的な監視、レビュー、および調整が推奨される(advisable)

a. 安全性

のリスクの
低減

Accountability
（説明責任)

アルゴリズムとモデルに関して
• AIを実装する組織は個人と規制者に対してソリューションのデザイ
ン等を整備する必要があり、必要に応じてAIソリューションプロバ

イダーの支援を要求し、ソリューションがどのように機能するかを
説明すべきである

•組織は、透明性を向上させるためのコミュニケーションにおいてわ
かりやすい言葉を使用しなければならない。可読性を測定する既存
のツールとして、Fry readability graph, Gunning Fog Index, 

Flesh-Kincaid readability tests等が挙げられる
•組織は顧客に対し次のコミュニケーションチャネルを提供すべき：

a.  フィードバックチャネル（個人がフィードバックや質問を提出す

る際に使用できるチャネルで、必要に応じて、組織のデータ保護
オフィサー（DPO）がこのチャネルを管理することもできる）
b.  決定の見直しを要求するためのチャネル（組織は、個人に彼
らの回答がAIシステムのトレーニングに利用される場合通知する
必要がある）

a. AI提供側

の責任の明
確化

b. 説明メカ

ニズムの明
確化

Dignity
（尊厳）

•組織は、U/Iが意図した目的を果たすよう、展開前にユーザーイン

ターフェースをテストし、ユーザビリティの問題に対処しなければな
らない

a. Human 

centric（人
間中心）

2

Who 

What

How 

出所： PDPC, IMDA 「Model Artificial Intelligence Governance Framework (first edition)」2019.6



© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

【Road Traffic Act 6C(1)a,b,c】
自動運転自動車（あるいは無人運
転自動車）は実験と使用に関して、
安全性を保つため、下記の条件が
ある
• 実験または使用段階の損害保険
の加入あるいは陸上交通庁へ保
証金を預ける

• 実験または使用許可が付与され
た際、安全・厳密な環境で実験を
行う

政府が公益に反すると判断した情
報の拡散を防ぐため、該当者に下記
の処罰がある

• 虚偽情報を拡散した者には重い
罰金が科せられるほか、最大5年
の禁錮刑となる場合もある

• オンラインプラットフォームやソー
シャルメディア、ニュースサイトな
どにも適用され、虚偽情報の削
除や訂正文の掲載に従わなかっ
た場合には運営側に罰金が科せ
られる

71

法制度におけるAI倫理に関する条項

【法制度】
道路交通法における自動運転の安全性や個人情報保護においてAIやデータ利用に
関する規制がある

倫理要素 個別分野 分野共通

Privacy

Personal Data Protection Act 2012(PDPA)

個人情報保護法 2012年改正

Safety

Road Traffic Act

道路交通法 2017年改正

【Section 13 of the Personal Data Protection 

Act 2012】
• PDPAはシンガポールの民間組織による個人
データの収集、使用、開示を管理する一般的な
データ保護の枠組みを規定

• AI技術を利用する企業は、個人データの利用
が含まれる場合、PDPAに基づく「同意義務」に

従い、個人データの収集、使用、開示する前個
人の同意を得る必要がある

Protection from Online Falsehoods 

and Manipulation Act
オンライン虚偽・改ざん予防法 2018年発行
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AI Singaporeの倫理要素技術開発授賞プロジェクト

【技術開発】
「AIシンガポール」プログラムにおいて、AI利用の透明性とプライバシー確保の両立を
図る開発が行われている

プロジェクト名 研究内容
支援プロ
グラム

主な開発
者

フェーズ 目標
関連する
倫理要素

シンガポールにおける
AIのプライバシーを意
識した透明性
（PAT-AI: 

Privacy-Aware 

Transparency for AI 

in Singapore）

問題意識
• AIアルゴリズムのブラックボックス化に対してAI利
用の透明性を推進する中で、Transparencyレポー
トを通じた個人情報の間接的な漏洩が課題となって
いる

研究内容
• 情報漏洩・外部の不正な攻撃の防止と透明性を両
立した基準の設計に関して研究（詳細特定できず）

本研究の位置づけ
• 今までは倫理要素の片方に寄っている研究が多い
ことに対して、この研究はプライバシー性と透明性
のトレードオフを取ろうとしていることが研究の新規
性となる。

研究目的
• シンガポールにおけるデーター・AIの安全で透明な
使用の確保

AI

Singapore

Yair Zick

（National 

University 

of 

Singapore

）

論文提出：
2019年6月

N/A

• Transpa

rency 

• Privacy

• 政府機関主導のAI関連研究の推進とAI人材の育成を取り組む国家プログラム
• 関与先：シンガポール国立研究財団(NRF), Smart Nation and Digital Office,シンガポール経済開発庁(EDB),通
信メディア開発庁（IMDA)等

他のAI倫理に関する開発については
現時点において未特定
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【ガバナンスの実装】
シンガポールはAI利用組織の「モデルAIガバナンス枠組み」 の実践についてセルフ
チェックすることを支援するために「実施・自己評価ガイド」を発行

実施・自己評価ガイド
Implementation and Self-Assessment Guide for 

Organisations (“ISAGO”)

内容
• 「ガバナンスAI枠組み」の倫理原則を一般的なAI展開プロセスに
実装させるため、セルフチェックできる質問文の形でまとめてい
るガイドとなる
※今後ISOが作成中のAI標準を参考にする予定と言及

セルフチェックシートの発信

目的

• ②「モデルAIガバナンス枠組み」の付随資料として、AI利用企業
や組織が自ら自社のAIガバナンスの行動と要求事項の整合性
を評価することを支援する

作成機関

• （モデルAIガバナンス枠組みと同じく） IMDAとPDPCが主導し、
World Economic Forum Centreと60の組織と協業し作成

質問文の例

頑健性関連の質問

展開されたAIモデルが十分に堅
牢であることを確認しましたか？

- AIモデルの設計、検証を検討する

- AIモデルで敵対的なテストを実施することが適切かどうかを検
討し、より広い範囲の予期しない入力変数（予期しない変更や
異常など）を処理できることを確認する

- AIモデルによる受け入れられない/不正確な結果または失敗
が生じた場合、バックアップシステム、プロトコル、または手順
を導入する必要があるかどうかを検討する

出所：PDPC, IMDA 「Implementation and Self-Assessment Guide for Organisations (“ISAGO”)）2020.1, 

IMDA 「Compendium of Use Cases)」2020.1 

再掲
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【ガバナンスの実装】
シンガポールはAI利用組織が「モデルAIガバナンス枠組み」 の実践の参考となる
「ユースケース」を発行

事例の発信

ユースケースの要約
Compendium of Use Cases

目的

• ②「モデルAIガバナンス枠組み」全体ではAIガバナンスの実装によ
り他の企業との差別化及びステークホルダーとの信頼関係の構築
を図る

• その中で、本ユースケースは「モデルAIガバナンス枠組み」と「実
施・自己評価ガイド」を補完する位置づけにある

作成機関

• IMDA

内容
• 要求事項を実装している企業について倫理要素に関する取り組み
を行う8つの企業事例を掲載している

• 異なるセクター・規模のシンガポール及び海外の企業・組織が、自
社のAIガバナンスを②「モデルAIガバナンス枠組み」の要求事項に

対して如何に実装或いはアラインしているかを見える化するととも
に、その結果得たベネフィットを示す

企業事例の例

出所：PDPC, IMDA 「Implementation and Self-Assessment Guide for Organisations (“ISAGO”)）2020.1, 

IMDA 「Compendium of Use Cases)」2020.1 

UCARE.AIの医療費用コスト削減事例

• クライアントに正確なパラメーターを開示する

• 運用、収益、または顧客に予見可能な影響を与えるアルゴリ
ズムの詳細な説明を提供する

• 請求額の分析と予測におけるAIの使用の宣言する

再掲
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ユースケースの例（Ucare.AI）1/2

【ガバナンスの実装】
Ucare.AIは②「モデルAIガバナンス枠組み」において挙げられ、AIを用いた病院の入
院費用予測サービスを提供

概
要

サ
ー
ビ
ス
の
優
位
性

データを収集
AI入院前費用
サービスを提供

(APACHE)

Parkway Pantaiが州する四つの病院へサービスを提供
Mount Elizabeth、Mount Elizabeth Novena、Gleneagles and 

Parkway East hospitals

• Ucare.AIは、データサイエンティストから組成されたスター
トアップ

• 主に医療領域においてや病院へAIを利用した入院前費
用推定サービスAPACHE(AI-Powered Pre-Admission 

Cost of Hospitalization Estimation)を提供。
• 今後は、金融、食品、小売り、安全領域においてもAI予測
サービスを展開する予定

• リアルタイムでより正確な見積もりを提供可能: Parkway 

Pantaiの以前の請求書見積もりシステムよりも4倍の精度
を向上を有する

• 医療費の見積もりの標準化と医療費用価格の透明性の
向上を実現し、患者が利用可能な医療オプションを選択
する際、十分な情報に基づいた意思決定を行うことが可
能

ビジネスモデル
Use Caseとして
メディアにより報道

出所： PDPC, IMDA 「Model Artificial Intelligence Governance Framework (first edition)」2019.6
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倫理要素 Use Caseの実践

Transparency
• Prior to data collection, informed consent from stakeholders would have been obtained and approval of the use of data 

sought via open communication channels. 

Accountability

• The careful curating and conversion of data into a usable format prior to building the models ensures the AI algorithm is kept 

accountable and coherent to users; this is done in conjunction with Parkway Pantai. 

Traceability

• To minimise the risk of harm, rigorous feasibility studies are conducted prior to using the data to focus on creating a valid and 

robust validation framework.This will be done with partners and their feedback on the proposed framework obtained before 

proceeding. 

• The proper storage and repair of previously broken or missing data also serve to provide greater transparency and safety to 

users by minimising the influence of data gaps in the projection of the result. 

• Careful monitoring of data is key in ensuring service reliability, and therefore detailed and consistent logging across the 

multiple components involved is also employed in APACHE, collected in a secure, centralised log storage that is made 

easily accessible to the development and operations team when required, allowing for prompt debugging and uptime tracking if 

necessary.

• Continuously validating the accuracy of its algorithms against the ground truth. Weekly check-ins with participating partners 

and domain experts are also employed to ensure quicker and more reliable iterations.

Safety

• Automated re-training of the data models ensure that the algorithms remain up-to-date. This methodology of continuous 

validation of its AI models with the help of experts from Parkway Pantai will help to boost confidence in the accuracy of its 

predictive insights and help train algorithms to become even more precise with each amount of data inputted.

• A manual override protocol is also included built into each algorithm to ensure that these algorithms can be safely terminated 

when needed. This ensures that the algorithm remains under human control and in line with the medical field’s well-

established ethical principles of beneficence, non-maleficence, and social justice.

76

ユースケースの例（Ucare.AI）2/2

【ガバナンスの実装】
Ucare.AIはAI倫理向上のための「透明性」「説明責任」「検証可能性」「安全性」向上
のための取り組みを実践

ステークホルダーの同意、データ利用の承認

利用可能なフォーマットへの収集・変換

有効かつ頑健性のある検証フレームワークの構築

以前に破損或は欠落したデータの適切な保管と修復

データの監視、詳細且つ一貫した履歴記録

参加者との週次チェクインを通じた継続的な精度の検証

データモデルの自動再トレーニングによる精度の向上

人間の制御可能性の取り込み

出所： PDPC, IMDA 「Model Artificial Intelligence Governance Framework (first edition)」2019.6
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認証プログラム@SGDの運営

【ガバナンスの実装】
シンガポールはAI企業の認証プログラム@SGDを運営し、イノベーティブ・テック企業
の安全性強化の促進と国際競争力の向上を図っている

プログラムの概要

• 2017年に開始

• 通信メディアエコシステムを構築するための認証プログラム

• 安全性等をテスト、アセスメントで合格したスタートアップまたは中
小企業へ@SGDを与える

• 認証の有効期間は18ヶ月

• 承認された企業は以下が期待できるとされている

 政府からの信頼に関する墨付きを得られているため、政府や大
手企業からの投資・取引機会が増加する

 国際的な展示会に参加する機会が増加し、海外からの投資を
受ける可能性が高まる

運営主体

• IMDA

目的

• イノベーティブ・テック企業の安全性強化の促進
• シンガポール企業の国際競争力の向上

SG:Dの認証を受けたAI関連企業リスト（一部）

出所：IMDA Accreditation @SGD HP

※2020年1月時点でAI関連で承認されている企業は19社

再掲
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認証プログラム@SGDの展開

【ガバナンスの実装】
SGD認証プログラムは、＠SGD認証企業に有利なビジネス環境の構築とSGD認証
の魅力向上を進めている

認証企業に対する支援 連携機関及び支援内容

ビジネス
マッチング

• 承認企業へ政府および企業のプロジェクトへのマーケットアクセスプラット
フォームを提供：
‒ ワークショップやイベントを通じて政府機関と企業の主要な利害関係者
に提案を行い、産業変革計画の実行に有意義に関与する機会を創出

• 三つの主要の銀行（DBS、OCBC、UOB）と連携し、 @SGD承認企業が革
新的なプロジェクトに参加する機会を提供

IPOプロセ
スの支援

• 連携するVC（Heliconia、GGVC、SPH Ventures、ST Engineering 

Ventures）がスタートアップに対するデューデリジェンスを行う際に@SGD

承認に関連する情報を照会を可能とすることで、当該スタートアップに対す
る理解促進とデューデリジェンスの期間短縮に寄与

• 連携するシンガポール証券会社SXG、IPOスポンサー、法律事務所、監査
事務所(Invoice Interchange, KPMG, Deloitte, Duan Morris)等の「市場の
専門家」へスタートアップがIPO関連の相談する機会を提供

認証制度自体
を広める

• TusStar(中国清華大学OBより創立したVC,インキュベーター)との間で、
IMDA-TUSSTAR XCHANGE共同プログラムを創立し、双方の国で融資を
受ける機会を拡大する目的を共有

• @SGD承認企業の中国への進出を支援
‒ コミュニティネットワーキングと、ベンチャーキャピタル会社、メンター、中
国の大企業のネットワークへのアクセスが含まれる

効果

@SGD企業を100以上の政府機関・
企業の250以上の主要な意思決定者
へ紹介し、4.3億シンガポールドル以

上のプロジェクト機会を認証企業に与
えた

認証期限中および認証期限後の企業
に3.34億シンガポールドルのグロー
ス・キャピタルを投資
※認証期限は18ヶ月

2019.11リリースし、2020.1オープン
セレモニーを公開

認証企業
の有利な
ビジネス
環境の
提供

再掲
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米国の制度検討状況

79
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AIの開発・利活用に関する状況

AI関連特許出願数
※特許事務所別

1位

AIの研究・開発 AIの利活用

AI企業数

※世界総合4,925 AI企業において、中国のAI

企業数ランキング

AIスタートアップ企業社数

※全世界においてAIを利活用する企業

1位
/世界各国

グローバルAI人材人数
※世界中、10年以内にAIの英語論文を発表
或いは特許を出願した研究・技術専門性を有

するAI人材

1位

1位
／世界各国

出所：WIPO「WIPO Technology Trends 2019」, Asgard& Roland Berger 「Global Artificial Intelligence Landscape」 2018, China Institute for Science and Technology Policy at 

Tsinghua University 「China AI Development Report 2018」

AI論文数
※ 1997-2017年Clarivate Analytics’ Web of 

Scienceに掲載されたAI関連研究

2位
/世界各国

【背景】
米国は研究・開発、利活用の両面で世界のAI産業をリードしている
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AI倫理の検討の背景と位置付け（ホワイトハウス：AI.govより）

【背景】
米国政府は今後もAI産業のリーダーであり続けることを目指す中、AI倫理に関しては
OECDの原則策定やAI評価方法論等の研究を進めている

背景
（AI戦略）

米国政府は過去数十年と同様に、これからもAI産業のリーダーである事を目指している

 「the American AI Initiative」
• 米国のAIに係る戦略の考え方であり、2019/2/11に大統領令（Executive Order 13859）として承認された。
• AIの開発が、米国の繁栄、国家及び経済の安全、生活水準の向上に寄与することを期待し、そのために連邦政府のリ
ソースを投下していくことをメッセージとしている。

• 5つの柱として「AI研究開発への投資」「AI資源の開放」「AIガバナンス基準の設定」「AI労働力の構築」「国際的な関与と
AIの優位性の保護」を定めている。

 イノベーションを推進する国家風土の形成
• イノベーションを促進するために取り除くことができる障壁を模索し、規制的・非規制的アプローチを進めている。
• 高品質で完全に追跡可能な連邦政府のデータ、モデル、およびコンピューティングリソースへのアクセスを強化して、AI 

R＆Dのリソースの価値を高めながら、適用される法律およびポリシーに準拠した安全性、セキュリティ、プライバシー、
および機密保護を推進している。

 国家安全保障
• 国防省は、他国のAI投資が米国の軍事面での優位性を揺るがしかねない問題であると捉えており、国家安全保障の
重要なコンポーネントとしてAIを含む先進技術への投資が必要であると考えている。

AI倫理の
位置づけ

 米国政府の倫理方針
• 米国政府はAIテクノロジーが理解可能で、信頼でき、堅牢で、安全であることを保証することを目標に置いている。
• そのためにAIに関するOECDの原則の推進、米国国立標準技術研究所（NIST）におけるAI評価方法論と標準テストプロ
トコルなど、AI技術の測定と評価に関する基礎研究を推進する。

（参考）米国政府以外での米国内を中心としたAIの倫理に係る研究・調査
• IEEE ： AIの倫理指針として「Ethically Aligned Design」を策定している。
• Partnership on AI ： AIの開発に先行している企業等を中心として、人間とAIがコラボレーションする世界に向けてAI倫
理・ガバナンス・リスクに関わるサーベイ等を実施している。日本からは東京大学とソニー㈱が参画

81 出所：Artificial Intelligence for the American People（AI.gov）
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the American AI Initiativeに基づく五つの原則

【背景】
大統領令としての戦略指針「the American AI Initiative」では5つの原則を提示してお
り、そのうちの一つにAIガバナンスの標準の設定が含まれる

 米国は、AIの技術的優位性を保
護し、戦略的競合他社や敵国に
よる買収から重要なAI技術を保
護しながら、米国のAIの研究と
革新を支援し、米国のAI産業の
市場を開く国際環境を促進しな
ければならない

 米国は、AIの研究開発領域に積
極的に投資を行い、米国国民に
利益が与えられるような、産業
界・学術界・政府を含むAIの研
究開発システムを確立させる。

 米国は、新しいAI関連産業の創
出と今日の産業によるAIの利用
を可能にするために、適切な技
術基準の開発を推進し、AI技術
の安全なテストおよび普及に対
する障壁を減らしていく。

 米国は、現在および将来の世代
の米国人労働者に、AI技術を開
発および利用するスキルを訓練
し、今日の経済と将来の仕事に
備える必要がある

 米国は、AIテクノロジーに対する
潜在的な信頼を十分に実現する
ために、AIテクノロジーに対する
国民の信頼と自信を培い、市民
の自由、プライバシー、および
American Valuesを保護しなけ
ればならない

AI研究開発
（R＆D）への投資

国際的な取り組みと
AIの優位性の保護

AIリソース
の解放

AIワークフォース
の構築

AIガバナンス
標準の設定

5

4

1

2

3

出所: The White House「Artificial Intelligence for the American People」2019.2
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【背景】
米国政府は交通、ヘルスケア、製造、金融、農業、天気予報、国家安全保障の領域
において、AIの利活用を推進している（1/2）

交通
• 運輸省とNASAが無人航空機システム（ドローン）や自動運転車などの自立システムによって運送業の安
全性の改善及び家庭用品の配送の変革に取り組んでいる。

ヘルスケア

• 保健福祉省（HHS）は、研究・イノベーション・ベンチャー（DRIVe）部門を通じて医療イノベーションを推進
• Center for Medicare＆Medicaid Services‘ （ CMS’ ）Center for Medicare and Medicaid Innovation
（ Innovation Center ）は、American Academy of Family Physiciansおよび Laura and John Arnold
Foundationと共同で、人工知能（AI）Health Outcomes Challengeを開始している。

• 食品医薬品局（FDA）は、糖尿病によって引き起こされる目の問題を検出できる人工知能技術のマーケ
ティングや、医療従事者が手首の骨折をより迅速に検出するのに役立つAIベースのソフトウェアのマーケ
ティングの許可、疾病管理予防センター（CDC）と協力して、臨床データの収集を改善する無料のツール
の作成、心臓発作の可能性を推定する心電図（EKG）デバイスなどの医療機器のスマートソフトウェア用
の、製品ライフサイクルに基づく適応型フレームワークの開発を開始している。

• 国立衛生研究所は、AIに関するワーキンググループを立ち上げ、既存のデータを最大限に活用する方法
を探り、AIの可能性を生かして生物医学研究と医学の実践を推進している。

製造業

• トランプ大統領が2018年10月に高度な製造に関する国家戦略計画を発表した。
• 米国国立標準技術研究所（NIST）は、当社の産業をスマート製造世代に移行するためのツールの提供に
取り組み、ワイヤレステクノロジーをスマートマニュファクチャリングに導入するためのガイドラインとベスト
プラクティスを発表した。

金融サービス

• 米国証券取引委員会（SEC）は、潜在的な投資市場の不正行為を監視および検出するための機械学習ア
ルゴリズムを実装した。

• 消費者金融保護局（CFPB）は、金融商品およびサービスでのデータおよび機械学習アルゴリズムの使用
を増やすことを許可する新しいポリシーを発行した。
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【背景】
米国政府は交通、ヘルスケア、製造、金融、農業、天気予報、国家安全保障の領域
において、AIの利活用を推進している（2/2）

農業

天気予報

国家安全保障

• 国立農業食糧研究所（NIFA）は、データサイエンスイニシアチブ「Food and Agriculture 

Cyberinformatics and Tools」を立ち上げた。
• 農業調査局（ARS）は産業界と協力して、家畜の監視、ロボットによる収穫物の分類、灌漑システムの分
析、UAVテクノロジーを利用した作物の健康状態の分析と農薬の効率的な適用におけるAIの役割を推進

• 経済調査局（ERS）は、機械学習とAIを使用して、気象データと分析に基づいてより良い収穫量モデルを
作成するための研究開発を行っている。

• 国防総省（DoD）は、認識、予測的メンテナンス、人道支援、災害救援、サイバーセンスメイキングなどに
よってAI利用に弾みをつけるためにJoint Artificial Intelligence Center（JAIC）を設立した。

• 国防総省はDoD AI戦略をリリースした。
• インテリジェンスコミュニティ（IC）では、国家情報局（DNI）のディレクターが機械を使用した拡張インテリ
ジェンス（AIM）イニシアチブをリリースした。

• 米国海洋大気庁（NOAA）は、AIを使用して、ハリケーンと激しい嵐の予測を改善、また商業漁業や絶滅危
惧種の監視・調査・監視、世界の海洋条件と海岸のモニタリング、人工衛星の放射線からの保護等を行っ
ている。

出所：Artificial Intelligence for the American People（AI.gov）: 03 AI for American Industry
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～2015 2016 2017 2018 2019

社会ビジョン
等

AI戦略等

AI倫理関連
ガイドライン/

法律

85

【背景】
米国は2016年に米国人工知能開発研究、2019年にthe American AI initiativeを
発表し、それに従い様々なAI戦略が進められている

5月、OECDのRecommendation of 

the Council on Artificial Intelligence

を米国政府が指示

4月、XAIプロジェクトの開始

6月、Intelligence in 

Health Care H-480.940

3月、FAI
NSF Program on Fairness in Artificial

Intelligence (AI) in Collaboration with Amazon

10月、米国人工知能研究開発戦略

計画を発表

9月、 AI Next Campaign

を開始

組織

ビジョン

文書

2011年、ネバダ州にて自動

運転に係る法律が制定

2015年、陸上輸送法

（FAST ACT）が改訂

1月、アシロマ会議の開催

アシロマの原則

2月、 the American AI initiativeを
発表

5月、米国人工知能研究開発戦略

計画を更新

9月、Partnership on AI

が設立

5月、米国産業のための

人工知能サミットを開催

国家

州

民間

2月、カリフォルニア州にて自

動運転車の試験走行を認め

る規制が制定

2015年12月、NIST SP800-53が発行

※連邦政府情報システムおよび連邦組織を対象にしたセキュリティ, プライバシー管理を規定

12月、NIST SP800-171が発行

※企業取引の情報漏洩を防ぐために定めたセキュリティ基準を示すガイドライン

AI戦略および倫理の推進スケジュール

出所：AI.gov,AI. National-AI-RD-Strategy等によりデロイト作成
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【制度検討状況：ガイドライン】
AI倫理のガイドラインについてはOECDのAI倫理ポリシーを支持し、社会実装に向け
た研究開発に注力している

役割:AI戦略の策定
• 大統領令の発令等を行い、米国
のAI戦略を定め、政策の実行機
関を指定する

1

役割:実施要綱の策定
• White Houseの策定した戦略を
実施するためにより具体的な実
施方針や優先順位を作成する

White House

役割：加盟国への政策提言
• 情報技術によって生じた課題に対し必
要な政策などの提言を行う

• AIのための国家政策と国際協力に関す
る推進事項の実施の推奨を提言

Partnership on AI

NSTC
(国家科学技術会議)

政府機関

USA OECD

デジタル経済政策委員会

役割:施策の実行
• 説明可能性や頑健性の向上の
ために研究を行う

DAPPA
(国防高等研究計画局)

役割：施策の実行
• 説明可能性や公平性の向上の
ために民間と協力し研究を行う

NSF
（国立科学財団）

2

GAFA等

民間

The Future of Life Institute

AI倫理実現に向けた研究開発

米国政府が支持するAI倫理の制度

民間で検討されるAI倫理の精度

OSTP

(科学技術政策局）

1. 「Recommendation of the Council on 

AI」
2. デジタル経済政策委員会
3. （CDEP: Committee on Digital Economy 

Policy）2019年5月

4. 「THE NATIONAL AI RESEARCH AND 

DEVELOPMENT STRATEGIC PLAN 」
5. 国家科学技術会議
6. (National Science and Technology 

Council)2016年10月(2019年5月改定）

2

1

AI倫理ルール作り関連機構とガイドライン

出所：「Executive Order on Maintaining American Leadership in Artificial Intelligence」によりデロイト作成
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• AIへの規制の指針となる10原則を定める
1. Public Trust in AI （ AIに対する公共の信頼）
2. Public Participation（市民参加）
3. Scientific Integrity and Information Quality （科学的完全性と情報品質）
4. Risk Assessment and Management（リスク評価と管理）
5. Benefits and Costs（メリットとコスト）
6. Flexibility （柔軟性）
7. Fairness and Non-Discrimination（公平性と差別の禁止）
8. Disclosure and Transparency（開示と透明性）
9. Safety and Security（安全性）
10. Interagency Coordination（連邦機関同士のの調整）

• The American AI initiativeを発表した大統領令13859に従い、米国におけ
るAI利活用を最大化するために、AI規制が適切かつ最低限のものとなるこ
とを求める

• 州の規制が行き過ぎた場合に連邦政府が介入する可能性を明言

出所： OECD 「 Recommendation of the Council on Artificial Intelligence 」 2019.587

「Guidance for Regulation of Artificial Intelligence Applications」

【制度検討状況：ガイドライン】
米国は2020年にAI規制に関するガイダンスを発表し、AI規制が適切かつ最低限に
行われるべきとしている

背景・目的

他戦略・ガイドライン等との関係性

概要

強制力

• アメリカ合衆国行政管理予算局（Office of Management and Budget ）より
発行

• The American AI initiative を進めるために、米国国内においてAIに係る規
制を策定する際の基準を定めている。。

• 対象は「弱いAI」であり、「強いAI」は対象外（AIの定義として利用するものを
明言）

• 情報の開示や透明性等データの取扱に係る論点が含まれている。
※2020年1月に施行されたCCPAを意識しているとも考えられる

• 2019年2月のthe American AI initiativeを踏襲している

• 各行政機関に対し、AIに対する規制を計画・実行する際は、本ガイダンスと
整合していることをOBMに説明することを要求

対象者

AIモデル開発者

AIサービスプロバイダ

ビジネス利用者

データ提供者

消費者的利用者

×

×

×

×

×

その他 〇（行政機関）
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国家安全保障における倫理的で信頼できるAIとしは次の3つを満たす必要が
あるとしている

1．信頼できるAIシステムの倫理的設計と開発
－信頼できるAIシステムの開発は、Aiを採用し運用していく上で不可欠であ
る。信頼性、堅牢性、監査可能性、説明可能性、および公平性と密接に関
連しており、これらに依存している

2．AIの倫理的使用
－AIは国内及び紛争地帯において倫理的な利用用途にのみ用いられなけ
ればならない

3．AIを使用する際の適用される権利と自由の保護
－AIは個人のプライバシーの保護、差別の禁止、およびその他憲法に根ざし
た原則と一致する方法でのみ利用されなければならない

出所： National Security Commission on AI (NSCAI) 「Interim Report Panel Discussion」 2019.1188

「中間報告（Interim report） NSCAI」

【制度検討状況：ガイドライン】
国家安全保障におけるAIの開発や倫理における問題に包括的に取り組むための組
織であるNSCAIは2019年現在、中間報告まで完了している

背景・目的

他戦略・ガイドライン等との関係性

概要

強制力

• 米国の国家安全保障における人工知能、機械学習及び関連技術の開発の
促進のために必要な方法・手段を政府・主要関係者と協議の上検討するこ
とを目的として2019年に設立

• 元アルファベット会長が議長を務める

• 2019年7月に発行された初期報告(Initial report)に基づき、より具体的な項
目の初期評価を行う

• 2020年10月に完全な調査とそれに基づく推奨事項を記した最終報告を発
表予定

なし（最終報告については不明）

対象者

AIモデル開発者

AIサービスプロバイダ

ビジネス利用者

データ提供者

消費者的利用者

その他

○（AI開発者）

○（AI開発者）

〇（政府関係者）

○（国民）

×
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法制度におけるAI倫理に関する条項

【法制度】
道路交通法における自動運転や情報保護においてAIやデータ利用に関する規制が
検討されている

倫理要素 個別分野

Privacy

AV START Act

道路交通法 2019年現在検討中

【AV START Act（American Vision for 

Safer Transportation through 

Advancement of Revolutionary 

Technologies Act】

自動運転自動車（あるいは無人運転自動
車）は実験と使用に関して、安全性を保つ
ため、下記の条件がある

• 運転者の個人情報の収集・利用・公開
について説明するオンライン・データ
ベースの構築

• システムの安全性、データの記録、サ

イバーセキュリティ、等への対応方法を
説明する安全性レポートの提出

• 身体障害者を差別しないこと
※2017年に検討も、法案提出中にUberによ
る事故もあり、現在棚上げ中

Accountability

Dignity

カリフォルニア州では自動運転領域にお
いて、公道上の自動運転車試験と展開に
おける安全性に係る規定を定めた

※2011年ネバダ州は最初の州として自動
運転車の運転を許可した以来、30を超え
る州が法律を制定し、自動運転車に関連
する行政命令を発行

California Autonomous Vehicle Testing 

Regulations

2018.2公開

Safety

Fairness

連邦政府の法規制

州f政府の法規制

カリフォルニア州のサンフランシスコ、オー
クラン、バークレー及びマサチューセッツ
州ソマービルにおいて、警察などが公共
スペースで顔認識テクノロジーを使用する
ことを禁止

「Stop Secret Surveillance Ordinance」

2019.5公開 イリノイ州では、AI面接を行う場合には、

面接者に事前に告知し同意を得ることと、
面接者の要求によって30日以内のデータ
破棄することを要求

「Artificial Intelligence Video Interview Act」

2019.11公開

検討中の法規制
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法制度におけるAI倫理に関する条項

【法制度】
道路交通法における自動運転や情報保護においてAIやデータ利用に関する規制が
検討されている

倫理要素

Privacy

Algorithmic Accountability Act
アルゴリズム説明責任法

2019年検討中

【Algorithmic Accountability Act】
• 連邦取引委員会に対し、AI事業者

が、人種、宗教、性別等の情報が
AIの判断に差別的な影響を与えて
いない事を、審査することを要求す
る

Fairness

Accountability

Dignity

【Deceptive Experiences To Online 

Users Reduction】
• ユーザーの自己決定を紛らわせる
ような、故意に紛らわしいユーザー
インターフェイスを用いることを禁止
する

Deceptive Experiences To Online Users 
Reduction

ダークパターン禁止法
2019年検討中

• 米国は、連邦法としての包括的な個人情報保護規制は法案が提出されたものの可決しなかった。
• 「カリフォルニア州消費者プライバシー法（CCPA）」が2020年1月に施行される予定であり、同州にビジネス展開する企
業に対応が求められる。

• 米国特許商標庁（USPTO）は、
2019/10/30にAI関連の知的財産権
の考え方（AIが生成する著作権等

への権利関係も含む）についての
パブリックコメントの収集を行ってい
る。

共通分野

連邦政府の法規制

州f政府の法規制

検討中の法規制
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AI R&D Strategic Planの概要

【技術開発】
米国政府はAIの研究開発に係る戦略を立てており、各研究機関においてAI倫理の社
会実装に向けた研究開発が進められている

背景・目的

概要

AI倫理に係
る研究

• ホワイトハウスのAI戦略を実行に移すために、政府が資金提供するAI研究の一連の目標を設定
• NATIONAL SCIENCE & TECHNOLOGY COUNCIL（NSTC）が中心となり、DARPA、NSF等の
多数の研究機関が策定に関与

• 初版は2016年に発表され、2019年に更新（官民パートナーシップの推進が追加）

• ホワイトハウスが定めたthe American AI Initiative達成するために、研究開発に係る8つの戦略を
提示

• ヒトとAIの関わり方に関する研究、AI倫理の研究や、データセットや環境など開発リソースの確保、
AI標準の作成等について提言されている。

 DARPA（国防高等研究計画局）

‒ AI Next Campaign（Robust and safe）（頑健性と安全性）

‒ Explainable AI (XAI) program（説明可能性）

 NSF（米国国立科学財団）

‒ Program on Fairness in Artificial Intelligence in Collaboration with Amazon （公平性）

出所: NSTC 「National Artificial. Intelligence Research and Development Strategic Plan」2019.6 
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【参考】AI R&D Strategic Planの8つの戦略

【技術開発】
米国政府はAIの研究開発に係る戦略を立てており、研究開発を推進するためのコン
ピュータ／データ環境の整備及びコラボレーションの拡張が進められている

戦略 概要 実施項目例

1 AI研究への長期投資の実施 米国がAIの世界的リーダーであり続けることを可能にする
次世代のAIへの投資に優先順位を行う。

• 人間に似たAIに関する研究の促進
• 対話的かつ持続的に学習するためのさらなるML機
能の開発

2 人とAIのコラボレーションのた
めの効果的な方法の開発

人間の能力を効果的に補完および強化するAIシステムを
作成する方法についての理解を深め、人とAIのコラボレー
ションのための効果的な方法の開発を行う。

• 人間の能力を補完および強化するAIシステムの開
発

• より効果的な言語処理システムの開発

3 AIの倫理的、法的、社会的影
響の理解と対処

AIの倫理的、法的、社会的影響を理解し、技術的メカニズ
ムを通じて倫理的、法的、社会的懸念を取り入れたAIシス
テムを研究を行う。

• 設計による公平性、透明性、および説明責任の改
善の研究

• 倫理的AIのアーキテクチャの設計

4 AIシステムの安全性とセキュ
リティの確保

信頼性、信頼性、安全性、信頼性の高いAIシステムの設
計方法に関する高度な知識を用い、AIシステムの安全性
とセキュリティを確保する。

• 堅牢で信頼できるAIシステムの作成
説明可能性と透明性の向上

5 AIのトレーニングとテストのた
めの共有パブリックデータセッ
トと環境の開発

高品質のデータセットと環境、およびテストとトレーニング
のリソースへのアクセスを開発する。

• 商業および公共の利益に応じたトレーニングおよび
テストリソースの作成

• オープンソースのソフトウェアライブラリとツール
キットの開発

6 標準とベンチマークによるAI
テクノロジーの測定と評価

標準およびベンチマークを通じてAIテクノロジーを測定お
よび評価する。

• 幅広いAI標準の開発
• AIテクノロジーベンチマークの確立

7 国家AIのR＆D労働力のニー
ズの理解

AI研究開発労働力のニーズをよりよく理解し、AIに対応し
た人材を戦略的に育成するためのR＆D人材開発の機会
を改善する。

• AI R＆Dの労働力を推進する

8 AIの進歩を加速するための官
民パートナーシップの拡大

学界、業界、国際パートナー、およびその他の非連邦機関
と協力して、AI R＆Dへの持続的な投資と実用的な能力へ
の移行の機会を促進する。

• プロジェクトベースのコラボレーション
• 研究インフラストラクチャを展開および強化するた
めのコラボレーション

出所: NSTC 「National Artificial. Intelligence Research and Development Strategic Plan」2019.6 
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AI Next Campaignプロジェクト

【技術開発】
The American AI Initiative及びAI R&D Strategic Planに基づき、AI倫理・ガバナンス
についての研究が民間と連携しながら進められている

プロジェクト名 研究内容 主な開発者 フェーズ 目標
関連する倫
理要素

Artificial Intelligence 

Exploration（人工知能の探
査）

研究テーマ
• 短期間での革新的なAI技術の開発

研究例
• 昆虫脳のメカニズム解析

- 不明

意味の通
る形で判断
の理由を
説明できる
能力を持つ
「第三の
波」のAIの
開発

• Explainab

lity

Guaranteeing AI 

Robustness against 

Deception (GARD) 

program（AI詐称行為に対
する堅牢性の保証）

研究テーマ
• 防御可能な機械学習の理論的基盤の開発

研究例
• 脆弱性と堅牢性の要因特定

- 不明

AIに対する
敵対的詐
称攻撃に
対する防
御法の確
立

• Robustne

ss

• Safety

• DAAPAが主導する説明可能性の向上を目標とするプログラム
• 20億＄規模の予算（倫理以外も含む）を支出
• 関与機関：DARPA
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Explainable AI (XAI) プロジェクト

【技術開発】
The American AI Initiative及びAI R&D Strategic Planに基づき、AI倫理・ガバナンス
についての研究が民間と連携しながら進められている

プロジェクト名 研究内容 主な開発者 フェーズ 目標
関連する倫
理要素

Explainable Learners（説
明可能モデルと説明インタ
フェース）

研究テーマ
• 深い説明、説明可能な機能を学習するため修正された
ディープラーニングテクニック、より構造化された解釈可
能な因果モデルを学習する手法、任意のモデルから説
明可能なモデルをブラックボックスとして推測する手法

研究例
• 自動運転における判断の説明、フェイクニュース判断モ
デルの判断ポイントの説明、AIの判断ポイントをサリエ
ンシーマップを用いて視覚化

UCバークレー、
Texas A&M、
CMU,スタン
フォード

2019年12

月現在
Ph2(実用
評価期間

高レベルの
学習パフォー
マンスを維持
しながら、よ
り説明可能な
モデルを生成
する一連の
機械学習手
法を作成する

• Explainab

lity

Psychological Model of 

Explanation（説明の心理
学）

研究テーマ
• 最新の説明の心理学的な定理を拡張し，計算可能な定
理を開発する

研究例
• CRAらによる因果関係モデル

CRA

2019年12

月現在
Ph2(実用
評価期間

高レベルの
学習パフォー
マンスを維持
しながら、よ
り説明可能な
モデルを生成
する一連の
機械学習手
法を作成する

• Explainab

lity

• Accounta

bility

• DAAPAが主導する説明可能性の向上を目標とするプログラム
• 2019FYは約30億円（6.05M$)の予算を支出
• 関与機関：DARPAXAI(Explainable AI)



© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.出所：AI.Gov HP95

FAIプロジェクト

【技術開発】
The American AI Initiative及びAI R&D Strategic Planに基づき、AI倫理・ガバナ
ンスについての研究が民間と連携しながら進められている

プロジェクト名 研究内容 主な開発者 フェーズ 目標
関連する倫
理要素

Program on Fairness in 

Artificial Intelligence in

Collaboration with 

Amazon (Amazonとのコラ
ボレーションにおける人工
知能（AI）の公平性に関する
NSFプログラム)

研究テーマ
• 透明性、説明可能性、説明責任、公平性の検証、包括
性の考慮、潜在的な不利なバイアスと効果、緩和戦略
に特に重点的に取り組む

• 透明性、公平性、設計責任を最初から取り入れた信頼
性の高いAIシステムの開発と実装

不明

2019年6月
に公募受付
終了
2022年まで
補助金を交
付予定

AIシステム
の大規模
展開に向
けた信頼
性の構築

• Transpar

ency

• Accounta

bility

• Fairness

• AIの公平性に関する研究を支援するプログラム
• 約8億円(7.6M$)を支出予定
• 関与先：NSF,AMAZON

Program on Fairness in 

Artificial Intelligence in

Collaboration with Amazon 
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OECDの制度検討状況
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AI倫理の検討の背景と位置付け

【背景】
OECDは各加盟国から多くの有識者・専門家を集めて、世界共通となるAI倫理指針
やガイダンスの検討を進めている

背景
（DXへの対

応）

OECDは、加盟国の多数の法規制の専門家等を交えて、進化するテクノロジーと法制度のギャップを埋めるための検討
を進めている。

 「The Going Digital Project」
• デジタルトランスフォーメーションによる法規制への影響についての検討プロジェクト（2017年頃から開始）
• 2019年3月にパリで開催されたGoing Digital Summitにおいて、フェーズⅠ（戦略等において重要な論点の検討）が
終了し、現在はフェーズⅡ（フレームワークの導入）の段階であり、特にブロックチェーンやAI等の先端技術への対
応を重要なテーマとしている。

97

背景
（AI倫理の検

討）

OECDは、各国政府がAIによる社会への影響を把握でき、
全てのステークホルダーが一般社会における良いプラク
ティスを認識できるように支援を行っている。

 信頼できるAIに係る検討
• 2018年9月に各国の有識者グループを発足し、AIの
信頼性についての意見交換を実施してきた（日本から
は、東京大学須藤修教授(総務省AIネットワーク社会
会議議長)及び中央大学平野晋教授が参画）。

• 2019年5月にAIの倫理指針として「Recommendation 
of the Council on Artificial Intelligence」を策定した。
（2019年6月に大阪で開催されたG20 AI Principlesで
も記載レベルで踏襲）

• 2020年2月27日にAIに関する諸外国のポリシーや施
策等に関するデータ集を整理した「OECD AI Policy 
Observatory」を公開した。

出所：「OECD AI Policy Observatory A platform for AI information, evidence, and policy options」 2019.9
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AI倫理ルール作り関連機構とガイドライン

【制度検討状況：ガイドライン】
OECDにおける技術・開発に係る委員会であるCDEP（デジタル経済政策委員会）が
AI倫理に係るガイドラインの策定を進めている

Recommendation of the Council 

on Artificial Intelligence

1

役割：加盟国への政策提言（議長：韓国、副議長：日本（実積
寿也氏 中央大学総合政策学部教授））
•情報技術によって生じた課題に対し必要な政策などの提言
を行う

• AIのための国家政策と国際協力に関する推進事項の実施
の推奨を提言

CDEP：デジタル経済政策委員会

1

役割：政策の意思決定
•各加盟国から1名と欧州委員会から1名の代表者で構成さ
れる。

•定期的に開かれる常駐代表レベルの理事会ではコンセン
サス方式を決定方式とし、OECDの事務総長が議長を務め
る。

•年に1度開催される閣僚レベルの会合で主要課題を議論し、
活動の優先順位を決定する。

理事会

組織

ビジョン

文書
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AI技術の利用に対する信頼と理解を促進するための「責任あるAIに
関する原則」として、原則と実現のアプローチを提言している。

第1章（原則）：
・包括的成長、持続可能な開発、幸福
・人間中心の価値観及び公平性
・透明性及び説明可能性
・頑健性、セキュリティ及び安全性
・説明責任
第2章（原則の実現に向けて取組むべきこと）：
・ＡＩの研究開発への投資
・ＡＩのためのデジタル・エコシステムの整備
・ＡＩを推進するための政策環境の整備
・人材育成及び労働市場の変化への準備
・国際協力

出所： OECD 「 Recommendation of the Council on Artificial Intelligence 」 2019.599

「Recommendation of the Council on Artificial Intelligence」

【制度検討状況：ガイドライン】
OECDのAI倫理ガイドラインはCDEPにより作成され、「G20 AI原則」にも反映されて
いる

背景・目的

他戦略・ガイドライン等との関係性

概要

強制力

• OECDにおけるCDEP（the Committee on Digital Economy 

Policy）が、信頼できるAIを実現するために、責任あるスチュワー
ドシップに関するレコメンデーションとして策定した。

• 2020年に具体的なガイダンス（OECD AI Policy Observatory）を
公開する予定

• 2019年7月のG20で策定されたG20 AI Principlesは記述レベル
で本文書を踏襲している。

• 米国はAI倫理ポリシーとして本ガイドラインを支持している。

あくまでレコメンデーションの位置づけであり、加盟国への強制力は
ない。

対象者

1

AIモデル開発者

AIサービスプロバイダ

ビジネス利用者

データ提供者

消費者的利用者

○（AIアクター）

○（AIアクター）

○（AIアクター）

○（ステークホルダー）

○（ステークホルダー）

その他 ○（ステークホルダー）
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AI倫理要素の用語定義

【倫理要素の定義】
各倫理要素について網羅的に触れており、原則の中では民主主義的な価値観につ
いての記載が含まれている

倫理
要素

OECD Recommendation council on Artificial Intelligence
備考

用語 定義

Transp

arency Transp

arency 

and 

explain

ability

AIのアクターはAIシステムに関する透明性と責任ある開示に取り組むべきである。このため、AIの
アクターは下記の目的で、状況に適した形で且つ技術の水準を踏まえた有意義な情報提供を行う
べきである。
i. AIシステムに関する一般的な理解を深めること。
ii. 職場におけるものを含め、AIシステムの関与をステークホルダーに認識してもらうこと。
iii. AIシステムに影響される者がそれから生じた結果を理解できるようにすること。
iv. 要因に関する明快且つ分かりやすい情報、並びに予測、勧告あるいは判断の根拠となった論
理に基づいて、AIシステムから悪影響を受けた者がそれによって生じた結果に対して反論すること
ができるようにすること。

 AIの提供者に情報

の開示責任がある
ことを明記している

Explain

ability

 説明可能性の目的
を利用者保護にも
焦点を当てている

Fairnes

s

Human

-

centred

values 

and 

fairness

a) AIのアクターは、AIシステムのライフサイクルを通じ、法の支配、人権及び民主主義的な価値観
を尊重すべきである。これらには、自由や尊厳、自主自律、プライバシーとデータの保護、無差別
と平等、多様性、公平性、社会正義、国際的に認知された労働権が含まれる。

 「民主主義的な価値
観」と記載

Privacy  プライバシー保護

Dignity
 最終的な意思決定
は人間にあるb) このため、AIのアクターは、人間による最終的な意思決定の余地を残しておくことなど、状況に

適した形で且つ技術の水準を踏まえたメカニズムとセーフガードを実装すべきである。

1

出所： OECD 「 Recommendation of the Council on Artificial Intelligence 」 2019.5
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AI倫理要素の用語定義

【倫理要素の定義】
AIシステムのライフサイクル（開発～利活用）を含めた検討が必要と記載している

倫理
要素

OECD Recommendation council on Artificial Intelligence
備考

用語 定義

Robust

ness

Robust

ness, 

security 

and 

safety 

a) AIシステムは、通常の使用や予見可能な使用及び誤用あるいはその他の悪条件下においても
正常に機能するとともに、不合理な安全リスクをもたらすことがないよう、そのライフサイクル全体
にわたって頑健且つセキュリティが高く、安全なものであるべきである。

c) AIのアクターは、その役割や状況、能力に基づき、系統化されたリスク管理のアプローチをAIシ
ステムのライフスタイルの各段階に適用することにより、プライバシーやセキュリティ、安全性、バ
イアスといったAIシステムに関するリスクに絶え間なく対処していくべきである。

 頑健性について具
体的に記載

Safety
 リスクマネジメントの
必要性に触れてい
る

Tracea

bility 

b) このため、AIシステムの出力に関する分析と問合せに対する対応を可能とするため、AIのアク
ターは、データセットやプロセス、AIシステムがそのライフサイクルに行った決定に関することも含
め、状況に適した形で且つ技術の水準を踏まえたトレーサビリティを確保すべきである。

 データセットや開
発・学習段階での意
思決定についてのト
レーサビリティ

Accoun

tability
Accoun

tability 

AIのアクターは、その役割と状況に基づき、また、技術の水準を踏まえた形で、AIシステムが適正
に機能していることと上記の原則を順守していることについて、アカウンタビリティを果たせるように
すべきである。

 アカウンタビリティは
各原則を包括的に
含めている。

出所： OECD 「 Recommendation of the Council on Artificial Intelligence 」 2019.5

1
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中国の制度検討状況
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AIの開発・利活用に関する状況

【背景】
中国のAI研究開発と利活用のレベルは米国の次に位置づけられ、AIの論文数は世
界一位を占める

AI関連特許出願数
※特許事務所別

2位

AIの研究・開発 AIの利活用

AI企業数

※世界総合4,925 AI企業において、中国のAI

企業数ランキング

AIスタートアップ企業社数

※全世界においてAIを利活用する企業

2位
/世界各国

グローバルAI人材人数
※世界中、10年以内にAIの英語論文を発表
或いは特許を出願した研究・技術専門性を有

するAI人材

2位

2位
／世界各国

AI論文数
※ 1997-2017年Clarivate Analytics’ Web of 

Scienceに掲載されたAI関連研究

1位
/世界各国

出所：WIPO「WIPO Technology Trends 2019」, Asgard& Roland Berger 「Global Artificial Intelligence Landscape」 2018, China Institute for Science and Technology Policy at 

Tsinghua University 「China AI Development Report 2018」
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AI倫理の検討の背景と位置付け

【背景】
政府戦略と政策の下で、中国のAI産業は急速に発展してきたが、AI関連の標準や法
律面の整備が不足する問題が顕在化している

背景
（AIの発展状況）

中国政府AI発展戦略と政策の下で、AI産業の急速な成長が見られ、法律面の不足は顕在化している

 中国政府は戦略、政策、投資等を通してAI産業の発展を促進
• 2015年国務院により公開された「中国製造2025」にて製造業大国から製造強国へ転換する目標を掲げる中で、AI技
術を先進国にキャッチアップするカギとして見ており、イノベーションの促進を強調

• 国務院に属する科学技術部、国家開発改革委員会、工業・情報化部等が共同で、AI発展に関連する戦略・政策の策
定、AI関連研究開発における数十億米ドルを投資する計画の公開により、活発なAI発展環境を作り出す

 AIの全体的な急成長が見られる中、AI産業形態の三つの層（基礎層、技術層、応用層）の成熟度は異なる
• 応用層と一部の技術層（音声・画像認識等）の進展がもたらすAI市場の急成長
 2017年中国のAI市場規模は216.9億RMBに達成し、 2015年からの成長率は世界一高い52.8%を示す
 ECやスマートシティー等の応用層に強みを持つAlibaba, PingAn, Tencent等や、音声・画像認識の技術層で強みを
持つ海康威視等の大企業が存在するほか、各多くのAIベンチャー起業も盛んになっている

• 一部の技術層と基礎層は発展の途上にある
 基礎層: 基礎研究、製造設備、ハイエンドチップなどの分野で先進国と比べて後れを取っている。例えば、ハイエンド
チップの技術開発と理論研究の成熟度が低く、中国企業の半導体チップの生産額は世界全体の4%に過ぎない

 技術層: 基礎的なアルゴリズムモデル研究力が低く、米国のFacebookやGoogleのモデルを用いて応用が多い

 今までは産業化の推進に注力してきたが、今後はルール作りにも力点
• AI技術開発と産業への応用に注力してきたが、倫理面の政策は少ない
• AI関連の研究は特許や技術に集中し、AI倫理や法律の研究は比較的に少ない
• 標準については、応用層の各領域の基準はバラつきが多く統一が難しい

AI倫理の
位置づけ

中国政府は二つの重要なAI戦略において、AI利用の安全性を強化する体系の構築を明示
• 2017年7月、国務院の「次世代AI発展計画」において、AIの規制策定を推進しAI利用に伴うリスクの削減を強調。2020

年までに、初期的に一部の産業のAI倫理の規範を構築することを明示
• 2017年12月、工業・情報化部の「次世代AI発展三カ年行動計画（2018～2020年）」において、各産業の健全的な発展
を実現するため、AIセキュリティ体系の構築を明示

104

出所：Deloitte China 「中国人工知能産業白書」 2018

中国情報通信研究院「グローバルAI戦略と政策観察」2019
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AI産業形態

【背景】
（参考）中国で定義された三つのAI産業形態

技術層

人工知能の中核技術として、機械学習、音声認識/

意味理解、コンピュータビジョン等が含まれる

応用層

AIと垂直方向の細分化分野の融合発展で、スマー
ト医療、スマートセキュリティ、スマート教育、スマー
トホーム等が含まれる

基礎層

ビッグデータ、クラウドコンピューティング、オープンソース・フレーム
ワーク、チップ、センサー、オペレーティングシステムなどの基礎技術
が含まれる
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2015 2017 2019 2020 2025 2030

社会ビジョン
等

AI戦略等

AI倫理関連
ガイドライン

106

AI戦略および倫理の推進スケジュール

【背景】
中国は、2019年に三つのAI倫理関連ガイドラインを発行

5月、 「中国製造2025」公開（国務院）

12月、「次世代AI発展三カ年行
動計画（2018～2020年）」公開
（工業・情報化部）

7月、「次世代AI発展計画」公開（国務院）

ビジョン

文書

Milestone

2020年、2025年、2030年の三つのマイルストーンを設定し、AI理論、技術
応用の目指す姿と、市場規模の目標値を定める ※次頁参照

6月、「次世代AIガバナンス原則－責任あるAIの発展」発行
（国家次世代AIガバナンス専門委員会）1

5月、「Beijing AI Principles」発行
（北京智源人工智能研究(BAAI)）2

8月、「AI産業自律公約」発行
（中国人工智能産業発展連盟）3

出所：各文書発行機関のHPによりデロイト作成

2025年までに強化する製造業の分野を列挙。製造業のバリューチェーンへのAI導入によって
生産設備や製造工程を効率化を目指す

2018年-2020年に下記の四大任務を達成する
（各産業におけるAI製品の開発、AI基礎技術の向上、製造領域における
AIの浸透、AI開発基盤の構築（データベース、インフラ、安全環境等））
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中国AI発展と市場規模目標

【背景】
次世代AI発展計画では、2030年までのAI倫理に関する三つのマイルストーンを設定

• 2020年までにAIに関連

する理論と技術側面に
重要な進展を示し、AI産

業競争力が先進国並み
を目指す

• AI関連法律、倫理、規制
のフレームワークを確立

• 2025年までにAIの基礎理

論の重大突破を実現し、
技術と応用部分を世界先
端レベルに達成

• AI関連法律、倫理、規制
の充実、AI安全評価の
メカニズムを確立

• 2030年までにAI理論や

技術、応用などの領域で
世界一となり、中国が世
界のAIイノベーションセン
ターになることを目指す

• AI関連法律、倫理、規制
を改善

AI基幹産業市場規模目標 AI関連産業市場規模目標

単位：
万億RMB

AI基幹産業の規模
1,500億元（約2兆
5,500億円、1円＝約
17円）、関連産業の規
模1兆元の実現を目指
す

AIの基幹産業の規模、

関連産業の規模をそ
れぞれ1兆元、10兆

元に拡大することを目
指すAIの基幹産業の規模、

関連産業の規模をそ
れぞれ400億元、5兆
元の規模を目指す
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設立

出所：各文書発行機関のHPによりデロイト作成108

AIガイドライン作成機関

【背景】
中国政府の下で、研究機関と民間企業が参加するAI関連組織が組成され、三つの
AIガバナンス原則書類が発行された

設立を促進

設立を促進

1

•中華人民共和国の最高国家行政機関(他国
における内閣に相当)

•国家AI戦略を策定し、政策の実行機関を指
定する

国務院

•科学技術の業務を主管

•科学技術の発展戦略、政策、法規の制定、
その推進体制を構築

科学技術部

•電子情報製品の製造業、通信業およびソフト
ウェア業を主管し、経済および社会サービスの
情報化を促す

•工業・情報化の発展戦略、政策、法規、標準の
制定に加え、重要な情報化プロジェクトを推進

工業・情報化部

• AIの健全的な発展を促進し、
AIに関する法律、倫理、社
会問題の研究を強化する

• AIの世界的なガバナンスの
積極的な推進を目指す

国家次世代AIガバナンス
専門委員会

•研究機関（北京大、清華大、中国科学院）、
AI企業（百度、Xiaomi、字節跳動等）が参加

• AI発展の方向を明確化し、人材の育成、理
論、ツール、システムの開発を推進

•北京市は政府・民間のデータをこのプラット
フォームに集めることで、新たなAIツールの
開発を目指す

北京智源人工智能研究院
Beijing Academy of Artificial Intelligence，BAAI

次世代AIガバナンス
原則－責任あるAIの
発展
（国家次世代AIガバナ
ンス専門委員会）

1

Beijing AI Principles

（北京智源人工智能
研究(BAAI)）

2

AI産業自律公約
（中国人工智能産業発
展連盟）

3

2

• AI産業の連盟組織であり、542のAI

関連企業・研究機関が加盟
• AIプロジェクトと製品化を推進し、AI

の技術評価、オープンソース、ハイ
エンドチップ、安全管理の研究開発
を行う

中国AI産業発展連盟
Artificial Intelligence Industry Alliance

国務院部門

3

政府組織

研究機関・民間企業参加型組織
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• 2019年6月17日に発表され、中国におけるAIガバナンスの枠
組みと行動ガイドラインを明示している

• AIの安全性、信頼可能性、制御可能性を確保し、経済と社会
の持続可能な発展を推進し、人類運命共同体を共同建設する
ため、責任あるAIの発展のための8つ原則を明確化
− 調和・友好
− 公平・公正
− 包摂・共有
− プライバシーの尊重
− セキュリティ・制御可能性
− 責任の分担
− 開放・協力
− アジャイルガバナンス

出所： 国家次世代AIガバナンス専門委員会 「次世代AIガバナンス原則－責任あるAIの発展」 2019.6109

「次世代AIガバナンス原則――責任あるAIの発展」

【制度検討状況：ガイドライン】
AIガバナンス原則では「安全性を確保した上で経済・社会の持続可能的な発展の推
進」することを目的に、8つの原則を明示

背景・目的

他戦略・ガイドライン等との関係性

概要

強制力

• 本AIガバナンス原則の作成は国家次世代AIガバナンス専門委員
会の2019年の重要な任務であり、AI発展とガバナンスを協調させ、
安全性を確保した上で経済・社会の持続可能的な発展の推進を
するAIガバナンスの構築を目指す

• 発行機関となる国家次世代AIガバナンス専門委員会は、中国科
学技術部により設立され、中国AIに関する法律、倫理、社会問題
の研究を強化することを目指し、大学・研究機関とAI関連企業の
専門家により組成されている

• 2017年7月、国務院により発表した「次世代AI発展計画」における
各任務の実行と効率的な推進するためのガイドラインである

なし
（ガバナンスの枠組みと行動ガイドラインであり、法的強制力はな
い）

対象者

1

AIモデル開発者

AIサービスプロバイダ

ビジネス利用者

データ提供者

消費者的利用者

その他

○（AI研究開発者）

○（AI使用者）

○（AI使用者）
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• 「⼈間のプライバシー、尊厳、自由、⾃律性、権利が⼗分に尊
重されるべき」と強調し、AI研究や開発に関する指針原則を明
確に説明

• 研究開発、利活用、ガバナンスの視点で必要となる15の指針
を示した

出所：北京智源人工智能研究(BAAI) 「Beijing AI Principles」 2019.5110

Beijing AI Principle

【制度検討状況：ガイドライン】
「北京AI原則」は人間コミュニティの構築やAI発展の実現を求め、国際社会と対話す
る姿勢と意欲を示している

背景・目的

他戦略・ガイドライン等との関係性

概要

強制力

• 中国科学技術部と北京市政府の支援の下で設立された北京智源
人工智能研究院（BAAI：Beijing Academy of Artificial Intelligence）
が作成

• 北京でAIに取り組む著名で重要な技術機関やAI関連企業となる
北京大、清華大、中国科学院傘下の自動化研究所とコンピュー
ティング技術研究所、中国の三大テック企業（Baidu、Alibaba、
Tencent）が含まれる

• 本原則は、「未来を共有する人間コミュニティの構築及び人類と環
境に対して有益なAI発展の実現」を求め、国際社会と対話する姿
勢と意欲を持つ

• 中国において初めて作成されたAIガバナンス原則である

なし

（本ガイドラインはAIの研究開発、利活用、ガバナンスおよび長期
計画を進めるための提案であり、法的強制力はない）

2

対象者

AIモデル開発者

AIサービスプロバイダ

ビジネス利用者

データ提供者

消費者的利用者

その他

○（AI研究開発者）

○（AI使用者）

○（使用者）
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• AIの開発・利用の基本原則と行動枠組みを示し、合理的なAI

の利用、公平・安全かつ責任のある持続的なAIの発展環境の
構築を図る

• 国内外のAI倫理、法律、戦略課題に対する分析に基づき、AI

関連企業が自律的にAI倫理を遵守するための規則を定めた、
以下三つにより構成されている

 総則（人を本位とする、幸福の促進、公平公正、傷害の
回避）

 原則（信頼性、透明・説明可能、プライバシーの確保、
責任の明確、インクルーシブ）

 行動（自立自治、標準の策定、共有の促進、教育の普
及、持続性の推進）

出所：中国人工智能産業発展連盟 「AI産業自律公約」 2019.8111

AI産業自律公約

【制度検討状況：ガイドライン】
「AI業界自律公約」はAI倫理に関連する行動規範を定め、署名したAI関連企業が公
約の遵守を期待する内容

背景・目的

他戦略・ガイドライン等との関係性

概要

強制力

• 本公約は中国情報通信研究院により設立された中国AI産業発展
連盟により作成され、国家発展改革委員会の指導を受けている

• 約40の企業が公約の目的・内容を討論し、各産業における企業の
観点を参考にした上で作成されており、企業のAI倫理の自律の推
進を図るものである

• 2017年7月、国務院による「次世代AI発展計画」を受けて作成され
た。AI発展の促進及びAI倫理の構築という目標を共有されている。

附則では「公約に署名した機関には、AI関連活動において国の
法律・規定に遵守の上、本公約を積極的に遵守し社会から監督
を受けることを期待する」と記述されている

対象者

3

AIモデル開発者

AIサービスプロバイダ

ビジネス利用者

データ提供者

消費者的利用者

その他

○（関連企業と組織）

○（関連企業と組織）

○（関連企業と組織）
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各ガイドラインで記載されている範囲

【制度検討状況：ガイドライン】
中国三つのAI倫理原則では具体的な要求事項の記述はなく、②と③において概念的
な整理がなされるに留まる

用語定義 要求事項

※倫理要素ごとの具体的な要求事項を記述しておらず、
概念的な整理となっている

〇

〇

× △

×

※倫理要素ごとの具体的な要求事項を記述しておらず、
概念的な整理となっている

△
1章、2章 3章

P113-115 P118

P113-115

P116-117

1

2

3

次世代AIガバナン
ス原則－責任ある
AIの発展
（国家次世代AIガバナ
ンス専門委員会）

Beijing AI Principles
（北京智源人工智能研究
(BAAI)）

AI産業自律公約
（中国人工智能産業発
展連盟）

（該当する記載なし）

（該当する記載なし）



© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.113

AI倫理要素の用語定義

【倫理要素の定義】
Explainabilityにおいては意思決定プロセス等の「再現」まで言及されている

倫理
要素

次世代AIガバナンス原則――責任あるAIの発展 AI産業自律公約
備考

用語 定義 用語 定義

Transpa

rency

セキュリティ・
制御可能性

透明性、説明可能性、頑健性、制御可能性を向
上し、査定可能、監査可能、追跡可能、信頼可能
を実現する

透明性、説明可能
性

AIシステムの透明性を継続的に改善し、AIシス
テムに対する一般的な理解を促進する。

AIシステムの意思決定プロセス、データ構成、
システム開発者、および技術実装者の意図を、
適切なシナリオの下で記述、監視、再現でき、AI
システムによる悪影響の対象者の質問や意見
に積極的に対応する

Explaina

bility

セキュリティ・
制御可能性

透明性、説明可能性、頑健性、制御可能性を向
上し、査定可能、監査可能、追跡可能、信頼可能
を実現する

透明性、説明可能
性

AIシステムの意思決定プロセス、データ構成、
システム開発者、および技術実装者の意図を、
適切なシナリオの下で記述、監視、再現でき、

AIシステムによる悪影響の対象者の質問や意
見に積極的に対応する

b. AI判断プロセ
スの説明可能

Traceabi

lity

セキュリティ・
制御可能性

透明性、説明可能性、頑健性、制御可能性を向
上し、査定可能、監査可能、追跡可能、信頼可能
を実現する

AIシステムのセキュリティに留意し、AIの頑健性と
敵対的事例に対する頑健性を改善し、AIセキュリ
ティ評価と制御の能力を形成する

透明性、説明可能
性 AIシステムの意思決定プロセス、データ構成、

システム開発者、および技術実装者の意図を、
適切なシナリオの下で記述、監視、再現でき、AI
システムによる悪影響の対象者の質問や意見
に積極的に対応する

a. 検証メカニズ
ムの構成

Robustn

ess

セキュリティ・
制御可能性

透明性、説明可能性、頑健性、制御可能性の向
上し、査定可能、監査可能、追跡可能、信頼可能
を実現する

AIシステムのセキュリティに留意し、AIの頑健性と
敵対的事例に対する頑健性を改善し、AIセキュリ
ティ評価と制御の能力を形成する

頑健性と制御性 AIシステムがライフサイクルにおいて安全、頑
健的、制御的なオペレーションを確保

AIシステム自体のセキュリティと潜在的なリスク
を評価し、システムの成熟度、堅牢性、および
干渉を対抗する能力を継続的に改善する

a. AIの頑健性

1 3

出所： 国家次世代AIガバナンス専門委員会 「次世代AIガバナンス原則－責任あるAIの発展」 2019.6

中国人工智能産業発展連盟 「AI産業自律公約」 2019.8
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AI倫理要素の用語定義

【倫理要素の定義】
Safetyに関しては利用者における制御可能性にも言及しており、Fairnessは差別、
AI弱者や競争独占を含む概念となっている

倫理
要素

次世代AIガバナンス原則――責任あるAIの発展 AI産業自律公約
備考

用語 定義 用語 定義

Safety

アジャイルガ
バナンス

AI発展の規律の尊重、AIによる革新的且つ秩序
的な発展を促進するとともに、可能性のあるリスク
を速やかに発見・解決する。
将来高レベルのAIが有する潜在的リスクに対して
研究と予測を継続し、AIが人間に利益をもたらす
方向に発展することを保証する。

傷害の防止 AIの発展は社会、公衆の利益、および個人の
正当な権利と利益を損なうことを避けるべきで
あり、AIの開発は、既存の危険を悪化や新しい
危険をもたらすことを防止すべき

a. 安全性のリス
クの低減

セキュリティ・
制御可能性

透明性、説明可能性、頑健性、制御可能性を向
上し、査定可能、監査可能、追跡可能、信頼可能
を実現する

AIシステムのセキュリティに留意し、AIの頑健性と
敵対的事例に対する頑健性を改善し、AIセキュリ
ティ評価と制御の能力を形成する

頑健性と制御性 AIシステムがライフサイクルにおいて安全、頑
健的、制御的なオペレーションを確保

AIシステムが人間に監督され、即時引き継がれ
ることを確保し、制御不能なシステムの悪影響
を回避する

b 利用者におけ
る制御可能性

Fairness

公平公正 AI製品研究の発展は公平公正、利害関係者の権
益の保証、均一の機会を保つ必要がある。
持続的な技術水準の向上と管理方法の改善を通
して、データ獲得、アルゴリズム設計、技術・製品
開発及び利用の過程における偏見と差別の除去

公平公正 AIの発展は公正公平を確保し、平等な機会を促
進し、特定のグループまたは個人に対する偏見
と差別を避け、社会の弱者により不利な立場に
置くことを避けるべき

a. 差別の解消
b. AI弱者適応能
力の向上
c. 競争独占の解
消

包摂・共有 協調的な発展の促進、各産業変革の推進及び地
域格差の縮小を促進すべきである
包摂的な発展の促進、AIの教育と普及の強化、
社会の弱者のAIに対する適応力の向上、デジタ
ルデバイドの解消を推進する必要がある
共有性の高い発展の促進、データとプラットフォー
ムの独占を避け、オープン且つ秩序的な競争を
導く必要がある

多様性と包括性 AIシステムの包括性、多様性を促進。

AIシステム関連研究者の多様化とトレーニング
データの包括性を実現する。引き続きアルゴリ
ズムのテストと検証を行い、人種、性別、国籍、
年齢、宗教による差別を回避する。

1 3

出所： 国家次世代AIガバナンス専門委員会 「次世代AIガバナンス原則－責任あるAIの発展」 2019.6

中国人工智能産業発展連盟 「AI産業自律公約」 2019.8
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AI倫理要素の用語定義

【倫理要素の定義】
Dignityに関しては、「人間と機械の調和」が示されている

倫理
要素

次世代AIガバナンス原則――責任あるAIの発展 AI産業自律公約
備考

用語 定義 用語 定義

Account

ability

責任の分担 AIの研究開発者、利用者、およびその他の関
係者は、高い社会的責任と自律意識の具備す
べきで、法律や規制、倫理、標準規範を厳守す
る必要がある
AIの説明責任メカニズムを構築し、開発者、使
用者と適応対象等の責任を明確にする。 AIの
応用の過程において、利用者の知情を確保し、
可能なリスクと影響を告知する必要がある。 AI
を用いた違法行為を防止する

責任の明確 AIの研究開発、設計、製造、運用及びサービ
ス等メインプロセスにおける主体の権利と義
務を明確し、損害が発生した場合、即時に責
任主体を特定できるようにする

a. AI提供側の責
任の明確化
b  説明メカニズ
ムの明確化

透明性、説明可能
性

AIシステムの意思決定プロセス、データ構成、
システム開発者、および技術実装者の意図を、
適切なシナリオの下で記述、監視、再現でき、
AIシステムによる悪影響の対象者の質問や
意見に積極的に対応する

Dignity

調和（和
諧）・友好

AIの発展は人類共同の福祉の増進を目標とし
て、人間と機械の調和を促進すべき
AI利用の際社会の安全と人類の権利と利益を
前提に、濫用を禁止するべき

人を本位とする AIの発展は人の自由や尊厳などの基本的な
人権を維持し、人を本位とする原則に従い、
公認された道徳的および倫理的な概念と一
致し、AIが人間の地位を弱めたり置き換えた
りすることを防止し、人間の自律性と能動性
を確保する必要がある

c. Human-AI(人
間と機械の調和)

Privacy

プライバ
シーの尊重

個人のプライバシーを尊重・保護し、個人の知
情及び選択権の保障
個人情報の収集、保管、処理、および使用にお
いて、境界を設定し、規範を確立する必要がる
個人データのrevoke operationの承認を改善し、
個人情報の盗難、改竄、漏洩およびその他の
違法な収集と使用を禁止する

プライバシーの保
護

合法性、正当性、必要性の原則に従って個人
情報の収集、使用を行い、個人のプライバ
シーを尊重・保護し、未成年者などの特別な
データ主体のプライバシー保護を特別に強化
し、技術的手段の強化を通して、データセキュ
リティの確保とデータ漏洩などのリスクを防止
する

a. プライバシー
の保護
b. 不正利用の禁
止

1 3

出所： 国家次世代AIガバナンス専門委員会 「次世代AIガバナンス原則－責任あるAIの発展」 2019.6

中国人工智能産業発展連盟 「AI産業自律公約」 2019.8
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Beijing AI Principle

【倫理要素の要求事項】
R&Dの原則にはプライバシーや尊厳等の記述がある（倫理用語別の具体的な要求
事項の記述はない）

分類 Principle

R&D

幸福のため
AIは、社会と人間の文明の進歩の促進、自然と社会の持続可能な発展の促進、すべての人類と環境に利益をもたらし、社会とエコ
ロジーの幸福を高めるために設計および開発される必要がある

人類のために
AIのR＆Dは、人類に貢献し、人間の価値と人類全体の利益にも適合すべき;人間のプライバシー、尊厳、自由、自律、および権利
は十分に尊重すべき;AIは、人間に反対したり、害を与える使用は禁じるべき

責任を負う
AIの研究者と開発者は、製品によってもたらされる潜在的な倫理的、法的、社会的影響とリスクについて十分に検討し、それらを削
減および回避するための具体的な行動を取る必要がある

リスク管理
AIシステムの成熟度、頑健性、信頼性、および制御性の改善、データのセキュリティ、AIシステム自体の安全性とセキュリティ、およ
びAIが使用される外部環境の安全性の確保に継続的に行う必要がある

倫理的
AIのR&Dは、システムを信頼できるものにするために、倫理的な設計アプローチを取る必要があります。これには、システムの公
平性を最大限にし、可能な差別やバイアスの削減、透明性、説明可能性、予測可能性の向上、システムをより追跡可能、監査可能、
説明責任等が含まれる

多様的・包括的
AIの発展は、多様性と包括性を反映し、可能な限り多くの人々、特にAIのアプリケーションにおいてで軽視または代表的ではない
人々に利益をもたらすように設計する必要がある

公開・共有
AIオープンプラットフォームを確立して、データ/プラットフォームの独占の回避、AIの発展に伴うメリットを最大限に共有、様々な地
域や業界で平等な開発機会の促進を導く

2

出所：北京智源人工智能研究(BAAI) 「Beijing AI Principles」 2019.5
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Beijing AI Principle

【倫理要素の要求事項】
USE（利用）の原則にAIシステムに関する権利や利益に関して、ガバナンスの原則に
雇用や調和と協力等の記述がある（倫理用語別の具体的な要求事項の記述はない）

分類 Principle

Use

賢明・適切に使用
AIシステムのユーザーは、システムを設計どおりに運用するための必要な知識と能力を持ち、潜在的な誤用と悪用を回避するた
め潜在的な影響を十分に理解し、メリットを最大化し、リスクを最小限に抑える必要がある

知情・同意
AIシステムの利害関係者はAIシステムに対する権利と利益に関して情報開示し、同意を得るための対策講じる必要がある。予定
外の状況が発生した場合、ユーザー自身の権利と利益が侵害されないように、合理的にデータの削除・返却やサービスの見直し
を行う必要がある

教育とトレーニング
AIシステムの利害関係者は、心理的、感情的、技術的側面でAI開発の影響に適応できるように、教育とトレーニングを受けること
ができる必要がある

Gover

nance

雇用の最適化
AIが人間の雇用に及ぼす潜在的な影響に対して、インクルーシブな態度を取る必要がある。人間の雇用に大きな影響を与える可
能性のあるAIアプリケーションの推進に関して、慎重な態度を取るべき。 Human-AIの調和の探索と人間の優位性と特性を最大
限に生かすことを導く

調和と協力
学科・領域・部門を跨る、グローバルかつ総合的なAIガバナンスエコシステムを確立するために、積極的合作展開し、悪競争を回
避し、AIガバナンスの経験を共有し、「共生の最適化」の理念を用いてAIの影響に対処する

適応と適度
AIの開発に合わせて、AIの基準・規則、政策、法的規定等の適応性に関する改訂を積極的に検討する必要がある。
AIのガバナンスと施策AIの発展状況に適合し、AIの適切な利用を妨害しないうえ、社会と自然に有益であることを保証する必要が
ある

細分化と実装
AIアプリケーションのさまざまな分野とシナリオでの発展の具体的な状況を積極的に検討し、より具体的で詳細なガイドラインをさ
らに策定する必要がある;AIの基準・規則の実施を促進し、AIの研究開発、および応用のライフサイクル全体への実装を促進する

長期計画
拡張知能、汎用人工知能（AGI）、超知能の潜在的なリスクに関する継続的な研究を励む必要がある。AIは将来社会と自然に有
益であることを常に保証する

2

出所：北京智源人工智能研究(BAAI) 「Beijing AI Principles」 2019.5
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AI業界自律公約

【倫理要素の要求事項】
③公約では、業界の監督メカニズムや安全性、透明性等倫理原則の測定可能性を高
めることについて記述がある（倫理用語別の具体的な要求事項の記述はない）

公約内容

自己規律
企業の社会的責任の意識を強化し、AI関連活動へ倫理原則を入れ込み、倫理の自己査定を実施する
業界の自律性を促進し、AI業界の従業員の行動規範の策定を探索し、業界の健全的な監督メカニズムを確立する

標準化策定
グローバル、国内、業界、および団体のAIに関連する標準規範の策定に積極的に参加し、安全性、制御可能性、透明性、
説明可能性、プライバシー、多様性・包括性などの倫理原則の測定可能性を高め、各要素に応じる評価機能を構築する

共有の促進
プラットフォーム、ツール、データ、科学教育などの資源の開放・共有を勧め、AI発展から得るメリットとAIガバナンスの経
験を共有し、データサイロとプラットフォームの独占を打ち破り、スマートギャップを縮小し、AIと実体経済の融合を促進す
る

教育の普及
公衆向けのAIの普及教育、関連する実務者向けの倫理教育、およびAIに代替される従業員向けのデジタル労働スキル
の再教育を積極的推進し、公衆がAI技術に関する懸念を軽減し、安全意識を高め、現在と将来の労働力課題へ積極的
に対応する

3

出所： 中国人工智能産業発展連盟 「AI産業自律公約」 2019.8
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法制度におけるAI倫理に関する条項

【法制度】
個人情報保護に関する規制は各分野の法律に散在し、包括的な法律は存在してい
ない

Privacy

電気通信及びインターネット
利用者の個人情報保護に

関する規定

2013年7月16日公布

• 工業・情報化部により制定

• 通信事業者とインタネット
サービス提供者（APPを含

む）の個人情報の収集・利用
関連規定を定めた

 第二章（第8条-第12条）に

おいて情報収集と使用規
範を定め、個人情報の収
集は本人の同意を得るう
え、使用目的や情報の使
用用途を伝える(第9条)べ

きで、守秘義務の厳守と
情報漏洩・販売の禁止(第
10条)等挙げられた

 第三章(第13条-第16条)

において個人情報の安全
を保障するための施策を
定め、個人情報の収集・
使用のプロセスや安全管
理制度を構築(第13条)す
ることを規定

規則

刑法修正案

2009年2月28日公布

• 全国人民代表大会常務委員
会により制定

• 中国刑法第7次改正で、個人

情報保護に関する規定が追
加

• 個人情報を保護する義務・責
任を明確化し、違法的な個人
情報の販売、提供、獲得の処
罰を規定

 第253条に「国家機関或

いは金融、通信、交通、教
育、医療等会社の従業員
が、国の規定を違反し収
集した国民の個人情報を
販売または違法提供した
場合、三年以下の有期懲
役或いは罰金を処罰す
る」内容を追加

法律

倫理要素 法律・規定

サイバーセキュリティ法

2016年11月7日公布

• 全国人民代表大会常務委員
会により制定

• 中国国内における個人情報
の収集、仕様、保護に関する
要件を明確化し、違反や漏洩
の処罰を規定

 37条：情報施設運営者が

収集した個人情報と情報は
中国国内で保管すべきで、
海外へ提供する場合、国家
インタネット情報部と国務院
の関連規定に沿って安全
評価を行う必要がある

 第41条: 個人の情報を収集

する場合、情報の収集、使
用目的と用途、範囲を明示
すべき

 第42条: 個人情報の漏洩、
改竄、開示の禁止

法律

• 全国人民代表大会常務委員
会により制定

• 個人情報の収集・使用を最小
限にすべきで、詳細の明示と
個人の同意を得ることで個人
知る権利を強化する

 第24条:EC運営者は個人

が自分の情報を確認、訂
正、削除する権利を保護
する

 第31条:個人の取引情報

の完全性、機密性、利用
可能性を保証すべき

電子商務法

2018年8月31日公布

法律
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法制度におけるAI倫理に関する条項

【法制度】
AIの安全性に関しては、インテリジェント・コネクテッドカー実験管理規範における自
動運転の安全性向上のための規制が挙げられる

Safety
• 工業・情報化部、公安部、交通運輸部が共同で制定

• インテリジェント・コネクテッドカーの実験の安全性を強化するための運転環境関連の規則を定めた
 第6条：運転手は運転免許と三年以上の運転経験を有するうえ、交通違反の違法行為がなく、自動運転の実験規定に詳しく、緊急
状態を対応することができる

 第18条:運転手は常に助手席に着席し、常に車両の運転を切り替えることができる状態を保証する
 第7条：実験用の自動車は安全条件に満たし、自動運転と人的運転を迅速に転換できるうえ、自動記録機能を完備する
 第16条:実験用の車両は臨時免許が必要となる

インテリジェント・コネクテッドカー（智能網聯車）の道路測定試験管理規範（試行）

2018年4月3日公布

倫理要素 法律・規定

規則
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（参考）中国の法規範レベルと策定機関

【法制度】
中国において、全国範囲に適法する法規範は四つのレベルに分けられる

全国人民代表大会
中華人民共和国の一院制議会。憲法上、国家の最高
権力機関および立法機関として位置づけられている

全国人民代表大会及びその常務委員会
中国における最高国家権力機関および立法機関である全国
人民代表大会の常設機関

国務院
中華人民共和国国務院は、中華人民共和国の最高国家行
政機関。他国における内閣に相当

国務院の各部、委員会、中国人民銀行

国務院の各部・委員会が法律と国務院の行政法規、決定、
命令に基づいて本部門の権限内で、命令、指示、規則を公
布する

憲法
国家の基本的な政治制度や原理を定める最も根本
的な法律であり、最高法規性を有する

法律
全国人民代表大会及びその常務委員会が、
国家立法権を行使して制定した法規範であ
る

行政法規
国務院が、憲法及び法律に
基づいて制定した法規範で
ある

規則
国務院の各部、委員会、中
国人民銀行等は、法律と行
政法規等に基づき、当該部
門の権限の範囲内で制定

法規範 策定機関
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AI倫理関連法律の今後の方向性

【法制度】
現在、個人情報保護法をはじめとする３つのAI倫理に関する法律を策定中であり、民
間を巻き込んだ諮問委員会での法整備を進める予定

現時点では三つのAI倫理に関連する法律を策定中
全国人民代表常務委員会はAI倫理に関連する法律立案を進行中

1. データ安全法
既存のサイバーセキュリティ法に基づいて、具体的なデータ収集、処理、利用の「データ活動」の規範や制度を明確化し、データ活動に対する監査を高度
化する

2. 個人情報保護法
一部の法律規定において個人情報保護関連の条項はあるが、各規定に分散されている状態であるため、統一の立法が必要となる。欧州のGDPR関連
条件と実践的経験を参考として、データの合理的利用と個人プライバシーの保護のバランスを目指す

3. 科学技術進歩法
本法律は国家の科学技術倫理機構の設立と倫理体系の制度を明確化し、法的側面から中国の科学技術倫理の構築を推進し、倫理の遵守と科学進歩
の推進のバランスを実現する。具体な条件は今後BigdataとAIの専門法律の立案の準備となる

今までのAI政策の特徴
• 中国政府はこれまで開放的なAI産業発展の政策を推進し、業界におけるAI技術利活用のインセンティブの促進し、AI発展の優位性を利
用しグローバルにおける新しい技術を有する産業変革の引率者を目指してきた

• AIの安全性とリスクの効果的な制御は摸索段階で、AIの急速な発展に伴い利用の安全管理の重要性も見られてきた
• 現在の中国においてはAI及び科学技術の専門的な法律法規がなく、倫理に関するルールは各部門の規定や規範性文献に分散しており、
根拠となる上位の法的根拠が欠けている

海外の「諮問委員会」を参考としたAIの法整備体制を予定
• 世界各国のAIガバナンスのトレンドと同じく、中国におけるAIガバナンス体制と立法も必然的な選択になる
• 国家AI標準化総体組は、中国も海外のAI諮問委員会のモデルを参考としたいと指摘し、政府部門と業界の専門家から組成するAI倫理のガバナ
ンス機関を構成し、AIを利用した製品の法的、倫理的側面の評価、管理を行う

出所：中国情報通信研究院「AIデータ安全白書」2019.8, 国家AI標準化総体組「AI倫理リスク分析報告」2019.4
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中国科学院のAI倫理技術開発プロジェクト

【技術開発】
中国科学自動化研究所では、応用性の高い領域のRobustnessを中心とする技術
開発を行っている

プロジェクト名 研究内容 掲載機関
主な開発

者
フェーズ 目標

関連する
倫理要素

Adaptive Critic Nonlinear Robust

Control: A Survey

適応型批評家非線形頑健制御調査

研究テーマ
不確実な環境におけるADP（Adaptive 

dynamic programming ）ベースの制御戦略の
頑健性の研究
研究目的

頑健性保証を備えた適応型評論家制御
（adaptive critic control）方法の開発と、より高
度なインテリジェントシステムの構築の促進

IEEE 

TRANSACTION

S ON 

CYBERNETICS

Wang, 

Ding
論文提出：
2017

N/A Robust

Bounded robust control design 

for uncertain nonlinear systems 

using single-network adaptive 

dynamic programming

単一ネットワーク適応動的計画法を
使用した不確実な非線形システム
のための有界な頑健的制御設計

研究テーマ
単一ネットワークのADP（Adaptive dynamic 

programming ）を使用し、制御制約のある不確

実な非線形システム用の境界のある堅牢なコン
トローラーを設計することで、最適な学習アルゴ
リズムを開発

NEUROCOMPU

TING

Huang, 

Yuzhu
論文提出：
2017

N/A Robust

Robust and parallel Uyghur text 

localization in complex 

background images

複雑な背景画像でのロバストで並列
なウイグル語テキストのローカライ
ズ

研究テーマ

複雑な背景画像でのロバストなウイグル語テキ
ストローカリゼーション（Uyghur text 

localization ）手法を提案し、CPU-GPU異種並
列化方式を提供する
※ウイグル語テキストのローカリゼーションは複雑な背景画像でウイ
グル語の画像コンテンツ分析のための重要な研究である

MACHINE 

VISION AND 

APPLICATIONS

Song, Yun
論文提出：
2017

N/A Robust

画像・音声認識の研究と応用が進んでいるため、不確実な変化に対応できるRobustの研究が主流となっている

• 中国科学院は、中国におけるハイテク総合研究と自然科学の最高研究機関であり、国務院
の直属研究機関であり、数多くの国家重点実験室も有する

• 2013年-2018年、世界において、AI技術論文が最も多い研究機関（総合論文数5,999）
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北京智源人工智能研究院

【技術開発】
北京智源人工智能研究院 AI研究センターでは、AI倫理の技術開発研究が進行中

Research Center for Artificial Intelligence Ethics and Safety

下記の五つのAI倫理の技術開発
の研究テーマを進行中

1. 高い安全性を有する機会学
習モデルとプラットフォーム
（Robust, Safety）

2. 人間の倫理、道徳、価値観を
自主的に学習するAI(Dignity)

3. データプライバシーと安全シ
ステム（Privacy, Robust, 

Safety）
4. 自動運転の安全性(Safety)

5. AIリスクと安全性評価のサン
ドボックスの(Safety, 

Robustness)

Zeng Yi
Beijing Academy of AI

AI研究センター担当責任者

中国におけるAI倫理分野のトップ
の研究者で、国内・グローバルで
中国のAIガバナンスを説明する

Spokespersonを担い、下記の研
究機関で任務している

• 中国科学院自動化研究所研
究員

• 中国科学院教授
• 国家次世代AIガバナンス専門
委員会メンバー
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• グローバルと中国国内のAI標準化動向を調査し、中
国のAI標準化の構成枠組みと中国におけるAI標準
化を作成する計画を記載

※国家標準は強制的標準と推薦的標準法に分けられ、前者は法
的強制力を有する

• 研究の部分において、AI倫理、安全とプライバシー
の課題をまとめ、社会と公衆がAI倫理に対する思考
と共通認識と共通原則を参考するべき観点を有する

• 技術面の進歩と並行して、安全、プライバシー、倫理
面（人間の尊厳、人間・自然の利益の最大化、透明
性など）の政策、法律、標準を策定する方向性を示
す

出所：国家AI標準化総体組「AI標準化白書（2018年版） 」, 2018.1

中国情報通信研究院「人口知能安全白書(2018年)」, 2018.9125

AI標準化白書（2018年版）

【標準化】
本AI標準化白書はグローバルのAIの標準化を研究・とりまとめ、今後中国における
AIの技術的側面と倫理的側面の標準作成の方向性を明確化

背景・目的

白書の位置
づけ

概要

• 中国におけるAI関連のサービス開発は急速に発展し
ているが、産業のさらなる発展に不可欠なAIの標準
化の進展は遅れていることを認識

• AIの標準化の研究と構築を効率的に推進し、世界に
おける標準化の優位性の構築を図る

• 本白書は、2018年1月18日国家AI標準化総体組の
設立大会の当日に公開され、国家標準化管理委員
会の指導の下で、工業情報化部に所属する情報通
信産業の標準化を担う中国電子技術標準化研究院
により作成

• 2017年7月、国務院による「次世代AI発展計画」にお
けるAI倫理を充実する目標と一致する

AI標準化白書（2018年版）

国家AI標準化総体組

標準化策定のプ
ロセスの提供

工業・情報化部 市場監督管理局

国家標準化管理委員会

中国電子技術標準化研究院

業界の標準化
基準の策定

工業・情報化部
の標準化策定
を担うシンクタ
ンクであり、中
国のAI標準化
推進における
重要なプレー
ヤー

白書作成関連機関

• 【構成メンバー】中国電子技術標準化研究院院長の趙波氏が総体組
組長を担当し、国家標準化管理委員会メンバー、企業（Alibaba,

iFLYTEK等)、大学(北京大学, 中国科学院自動化研究所等)、研究機
関(中国科学院自動化研究所等)から257人により構成
※他に、15名の企業や大学機関の専門家から構成された専門家諮問組も立ち上
げ、標準化プランニング、体系、政策のアドバイスを提供

• 【役割】 政府機関のリードの下で、国内外の標準化作成を推進し、業
界共通の基礎的・応用的なAI標準を作成
※ISO/IECJTC1のSC27, SC42のデータ安全、プライバシー等
AI倫理標準作成にも参加
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EUの制度検討状況

126
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AI倫理の検討の背景と位置付け（欧州製AIの開発と使用の協調より）

【背景】
EUは欧州各国が協調し、最先端で倫理的かつ安全なAIの開発と展開で世界を先導
することを目指している

背景
（AI戦略）

EUは各国が協調し、最先端で倫理的かつ安全なAIの開発と展開で世界を先導することを目指している

 AIアプローチの三つの柱
• EUのAIに係る戦略の柱として以下の3点を掲げる（Communication Artificial Intelligence 2018/4）
1. 民間部門と公共部門の両方による、経済全体にわたるEUの技術的および産業的能力とAIの取り込みの促進
2. AIによってもたらされる社会経済的変化に備える
3. EUの価値に基づき、欧州連合の基本的権利憲章に沿って、適切な倫理的および法的枠組みを確保する

 信頼性が高く、倫理的で安全なAIへの投資
• 上記を達成していくにあたり、データ基盤の整備やテストや実験のための世界クラスのプラットフォームなど、AIを支え
るEUでの重要な分析インフラの構築を掲げる

• EUは米中に比べ投資額が低く、かつ断片的であることを問題としてとらえており、その解消にむけてHorizon 2020の
下でAIへの投資を15億ユーロに増やしている

• Horizon2020を中心にAI研究へ投資を行っているが、AI倫理に関する具体的な研究開発の情報がない

 国際協力
• EUは国連、OECD、G7、G20などの多くの国際フォーラムにおける国際協力を重要視しており、国際標準の共同開発
によってAIの展開と受け入れを促進する必要があるとしている

AI倫理の
位置づけ

EUはAI利活用の中心原理として倫理の重要性を定めており、欧州委員会は、産・官・学の専門家によるガイドライン作成を
行っている

 信頼できるAIの倫理ガイドライン
• EUにおけるAI倫理の中心的ガイドラインとして信頼できるAIの要件や、それを満たす方法を定める
• 「Trustworthy AI Assessment List (Pilot Version)」（質問形式）をAIを開発する企業に配布し、AI倫理の検討・実施状
況のサーベイを2019年中頃から末まで行った

• 上記結果を反映した改訂版を2020年初頭に公表予定

127
出所： HLEG「Ethics Guidelines for Trustworthy AI」2019.4

JETRO 「AIへの取り組みについて加盟国間の協調を推進（EU）」2019.5
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～2015 2016 2017 2018 2019

社会ビジョン
等

AI戦略等
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AI戦略および倫理の推進スケジュール

【背景】
社会ビジョンとして策定したHorizon2020に基づき、AIの戦略・計画を立てている

組織

ビジョン

文書

2014年、Horizon2020を開始

全欧州規模で実施される、研究及を促進するためのEU研究・イノベーション枠組みとしてHorizon2020を開始

12月、AI協調計画を発表

AIの投資効果の最大化や、EU域内でのシナジーや協力の醸成、ベスト
プラクティスの共有などを目的に「AI協調計画」を発表

4月、EUにおけるAI戦略として3本の柱を発表

「AIへの投資」「社会経済的な変革への備え」、「適切な倫理的・法的枠組みの
確保」という3本柱からなる計画を発表

出所：Horizin2020. AI協調計画等によりデロイト作成
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～2015 2016 2017 2018 2019

AI倫理関連
ガイドライン/

法律

129

AI戦略および倫理の推進スケジュール

【背景】
2019年4月にAI倫理に係るガイドラインを策定した

組織

ビジョン

文書

4月、 AI倫理に関するガイドライン及びフ
レームワークのパイロット版「信頼できる
AIのガイドライン」発表

1

2月、ロボットやAIの法的責任に関連する提言と
して「ロボティクスにおける民法規則に関する提
言」を発表

3月、 AI及びロボットに対する法的枠組みに向けての倫理原則
として「AI・ロボットと自立システム」を発表

5月、 EUにおける個人データ保護規定としてGDPR施行

6月、倫理ガイドライン策定のための専門家会議を設立
AIHLEGの設立

出所：GDPR. Ethics Guidelines for Trustworthy AI 等によりデロイト作成
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EUとしてのAI利活用方針の採択や、HLEGの設置等を行う

欧州委員会

AIHLEG（High-Level Expert Group on Artificial Intelligence）

検討メンバー

AIに対する政策や業界からの意見を取りまとめ、倫理ガイドライン案を策定するために設置

AI Finland (Pekka Ala-Pietilä)

Zalando

JGU Mainz & European University 

Association

DigitalEurope

コーク・カレッジ・大学

ウメア大学

Element AI

Bayer

デルフト工科大学

執筆者

ANEC

ANSSI

BEUC

Fraunhofer

Fundamental Rights Agency

IEEE

Access Now

Google

IBM

Nokia Bell Labs

SAP

STMicroelectronics

Telenor

ウィーン大学

ウィーン工科大学

ヴュルツブルク大学

リンショーピン大学

BDI

German Research Centre for AI 

Solicitor & Advisor to Polish 

Government

その他

1. 「Ethics guidelines for 

trustworthy AI」

2. AI高等専門家グループ
3. （ AIHLEG : High-Level 

Expert Group on 

Artificial Intelligence）
4. 2019年4月

1

1

大学

国際機関・標準化機関

企業

国家機関

凡例

【背景】
欧州委員会は産官学の専門家（EU外の企業等を含む）によって構成される
AIHLEGを設立している

出所：HLEG「 Ethics Guidelines for Trustworthy AI 」2019.4

座長
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信頼できるAIの基盤として下記の4つの倫理原則が満たされる必要
がある
1. 人間の自主性の尊重
2. 危害の防止
3. フェアネス
4. 説明可能性

また、信頼できるAIを実現するために7つの要求条件を掲げている
1. 人的機関と監督
2. 技術的な堅牢性と安全性
3. プライバシーとデータガバナンス
4. 透明性
5. 多様性、被差別及び公正
6. 社会と環境の幸福
7. 説明責任

131

「 Ethics Guidelines for Trustworthy AI 」

【制度検討状況：ガイドライン】
欧州委員会のAI（人工知能）高等専門家グループ（AI HLEG）は４つの倫理原則、お
よび７つの要求条件を掲げる

背景・目的

他戦略・ガイドライン等との関係性

概要

強制力

• 欧州委員会が掲げるAIビジョンの柱の一つである「適切な倫理的
及び法廷枠組みを確保することによるEUの価値強化」を推進する
ことを目的としてさくせいされる

• 作成メンバーは産官学の有識者52名により構成される

• 2018年4月に発行された「AIに関する協力宣言」及び、2018年12

月発行の「AI協調計画」に基づき発行

なし

対象者

AIモデル開発者

AIサービスプロバイダ

ビジネス利用者

データ提供者

消費者的利用者

その他

○

○

〇

○

○

○

出所：HLEG「 Ethics Guidelines for Trustworthy AI 」2019.4
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信頼できるAIの実現方法

【制度検討状況：ガイドライン】
（参考）「Ethics Guidelines for Trustworthy AI 」ではライフサイクル全体を通じて
信頼性をどの様に実現するべきかを提唱している

権利、原則、価値：
• 信頼できるAIを満たすた
めに民主的な法の支配
の元4つの基本的な権利
（人間の自主性の尊重、
危害の防止、フェアネス、
説明可能性）が満たされ
ていなければならない

信頼できるAIの要件：

• 左記の原則が守られ信頼で
きるAIが提供されるために
は、開発者、サービス提供
者、利用者といったすべて
のAI関与者はそれぞれに課
せられた要件を満たしていく
必要がある

技術的及び非技術的な方法：
信頼できるAIは技術的方法及び、非技術的
な方法で実現可能である

• 技術的な方法

アーキテクチャや説明方法の検討（XAI）など
によりAIの信頼性を確保可能

• 非技術的な方法

規制・標準化・認証・ガバナンスフレームワー
クを利用することで信頼出来るAIの保護及び
維持が可能

ライフサイクル全体
を通じた実現

信頼できるAIの実現と評
価は開発・設計・利用・
分析の各ライフサイクル
の中で継続的におこな
われなければならない

出所： HLEG「 Ethics Guidelines for Trustworthy AI 」2019.4
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7つの要求事項

【制度検討状況：ガイドライン】
（参考）「Ethics Guidelines for Trustworthy AI 」は信頼できるAIを構成する7つの
要求事項を定めている

要件 概要

1 Human agency 
and oversight

AIシステムは、人間の自律を尊重し、人間の自律的な意思決定をサポートする存在で
あるべきである。これには、AIが人間のサポータとして民主的で公平な社会実現を促進
してく存在であることを人間が監視できる必要がある。

2 Technical
robustness and 
safety

信頼できるAIを達成するための重要な要素は、技術的な堅牢性であり、これは危害防
止の原則と密接に関連している。技術的な堅牢性を確保するには、AIシステムをリスク
に対する予防的アプローチで開発し、意図せず予期しない害を最小限に抑え、許容でき
ない害を防ぐように意図したとおりに確実に動作するようにする必要がある。

3 Privacy and 
data governance

危害防止の原則に密接に関連しているのはプライバシーであり、これは特にAIシステム

の影響を受ける基本的な権利である。プライバシーへの害を防ぐには、使用するデータ
の品質と整合性、AIシステムが展開されるドメインに照らした関連性、アクセスプロトコ
ル、およびデータを処理する方法をカバーする適切なデータガバナンスも必要である。

4 Transparency AIシステムにおける透明性は、説明可能性の原則と密接に関連しており、AIシステムに
関連する要素（データ、システム、ビジネスモデル）の透明性を網羅する。

5 Diversity, non-
discrimination 
and fairness

信頼できるAIを実現するためには、AIシステムのライフサイクル全体を通じて包含と多

様性を実現する必要がある。プロセス全体を通じて影響を受けるすべての利害関係者
の考慮と関与に加えて、これには、包括的設計プロセスおよび平等な取り扱いによる平
等なアクセスを確保することが含まれる。

6 Societal and 
environmental 
wellbeing

公平性と害の防止の原則に沿って、AIシステムのライフサイクル全体を通じて、より広

い社会、他の知覚のある存在、環境も利害関係者と見なされる必要がある。また、たと
えば持続可能な開発目標など、世界的な関心分野に取り組むAIソリューションの研究を

促進する必要がある

7 Accountability 説明責任の要件は上記の要件を補完するものであり、公正の原則と密接に関連してい
る。開発、展開、使用の前後に、AIシステムとその結果に対する責任と説明責任を確保

するためのメカニズムを導入する必要がある。

出所： HLEG「 Ethics Guidelines for Trustworthy AI 」2019.4



© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.134

「 Ethics Guidelines for Trustworthy AI 」

【倫理要素の定義】
Transparencyにおいてはプロセスの透明性及び人間による追跡が定義されている
またSafetyにおいては、データセットの品質について言及されている

倫理要素

Ethics Guidelines for Trustworthy AI 

用語 定義

Transparency
（透明性）

The principle of 
explicability

AIシステムに対するユーザーの信頼を構築および維持するには、説明可能性が不可欠。
これは、プロセスが透明である必要があり、AIシステムの機能と目的がオープンに伝達され、意思決定が可能な範囲で
直接的および間接的に影響を受ける人々に説明可能であることを意味する。

Human agency and 
oversight

AIの監視は、ヒューマンインザループ（HITL）、ヒューマンオンザループ（HOTL）、またはヒューマンインコマンド（HIC）アプ
ローチなどのガバナンスメカニズムを通じて実現できる

Transparency
技術的な説明可能性を確保するには、AIシステムが下した決定を人間が理解して追跡できることが必要である。

Safety
（安全性）

Privacy and data 
governance

使用されるデータセットの品質は、AIシステムのパフォーマンスにとって最も重要である。
データが収集されると、社会的に構築されたバイアス、不正確さ、エラー、ミスが含まれる場合があります。これは、特定
のデータセットでトレーニングする前に対処する必要がある。さらに、データの整合性を確保する必要がある。悪意のあ
るデータをAIシステムにフィードすると、特に自己学習システムの場合、その動作が変わる可能性がある。使用するプロ
セスとデータセットは、計画、トレーニング、テスト、展開などの各ステップでテストおよび文書化する必要がある。これは、
社内で開発されたのではなく、他の場所で取得されたAIシステムにも当てはまる。

Fairness
（公平性）

The principle of fairness 公正性は、AI実践者が手段と目的の間の比例の原則を尊重し、競合する利益と目的のバランスを取る方法を慎重に検
討する必要があることを意味する。

Diversity, non-
discrimination and fairness

AIシステム（トレーニングと運用の両方）で使用されるデータセットには、不注意な歴史的 バイアス、不完全性、悪いガバ
ナンスモデルが含まれる場合があり、そのようなバイアスの継続は、特定のグループまたは人々に対する意図しない（間
接的な）偏見と差別につながり、潜在的に偏見と疎外を悪化させる可能性がある。
これらの弊害は、（消費者）バイアスの意図的な搾取や、共謀や不透明な市場による価格の均質化などの不公正な競争
に関与することによっても発生する可能性がある。

1
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【倫理要素の定義】
AccountabilityとしてAIの存在を正しく認識できることを重要としている

倫理要素

AIガバナンスフレームワーク

用語 定義

Accountability
（説明責任）

Technical robustness and 
safety

精度は、たとえば情報を適切なカテゴリに正しく分類するなど、正しい判断を下すAIシステムの能力、またはデータやモ
デルに基づいて正しい予測、推奨、または決定を行う能力に関連する。明確で適切な形式の開発および評価プロセスに
より、不正確な予測による意図しないリスクをサポート、軽減、修正できる。不定期の不正確な予測を回避できない場合、
これらのエラーの可能性をシステムが示すことができることが重要です。 AIシステムが人間の生活に直接影響する状況
では、高レベルの精度が特に重要である

Transparency AIシステムが人々の生活に大きな影響を与えるときはいつでも、AIシステムの意思決定プロセスの適切な説明を要求す
ることが可能であるべきである。

Transparency AIシステムは、自身を人間として表すべきではない。AIシステムと対話していることを通知されるべきであり、さらにAIシス
テムの機能と制限は、手元のユースケースに適した方法でAI実践者またはエンドユーザーに伝達する必要がある。これ
には、AIシステムの精度レベルとその制限の通信が含まれる。

Accountability 監査可能性には、アルゴリズム、データ、および設計プロセスの評価の有効化が伴う。これは、AIシステムに関連するビ
ジネスモデルおよび知的財産に関する情報が常に公開されている必要があることを必ずしも意味しない。
内部監査員および外部監査員による評価、およびそのような評価報告書の入手可能性は、技術の信頼性に寄与する可
能性がある。

Accountability 上記の要件を実装する場合、それらの間に緊張が生じる可能性があり、それは避けられないトレードオフにつながる可
能性がある。

Dignity
（尊厳）

Fundamental rights as a 
basis for Trustworthy AI

人間の尊厳には、すべての人間が「本質的な価値」を持っているという考えが含まれます。「本質的な価値」は他人やAI
システムなどの新しいテクノロジーによって減少、妥協、または抑制されることはありません。

Human agency and 
oversight

ユーザーは、AIシステムに関する情報に基づいた自律的な決定を行える必要がある。 AIシステムを十分に理解してやり
取りするための知識とツールを提供し、可能な場合はシステムを合理的に自己評価またはチャレンジできるようにする必
要がある。ユーザー自律の全体的な原則は、システムの機能の中核でなければならない

1
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【倫理要素の要求事項】
Transparencyにおいてはデータセットとプロセスの文書化及び監査可能性が要求さ
れており、Explainabilityにおいては意思決定プロセスの明確化が要求されている

倫理要素

AIガバナンスフレームワーク 備考

対応する
倫理要件 目標

Transparency
（透明性）

The principle of 
explicability
(説明可能性の
原則)

• モデルが特定の出力または決定を生成した理由（およびその要因となった入力要因の組み合わせ）について
の説明は常に可能とは限らず、これらのケースは「ブラックボックス」アルゴリズムと呼ばれ、特別な注意が必
要である。

• これらの状況では、システム全体が基本的権利を尊重するために、他の説明可能性の測定（例：トレーサビリ
ティ、監査可能性、システム機能に関する透過的な通信）が必要になる場合がある。

a.

積極的に情報開示

Traceability
(トレーサビリ
ティ)

• AIシステムの決定をもたらすデータセットとプロセス（データ収集とデータラベル付け、および使用されるアルゴ
リズムを含む）は、トレーサビリティと透明性の向上を可能にするために、可能な限り文書にする必要がある。

a.

積極的に情報開示

Auditability
(監査可能性)

• 監査可能性には、アルゴリズム、データ、および設計プロセスの評価の有効化が伴う。これは、AIシステムに関
連するビジネスモデルおよび知的財産に関する情報が常に公開されている必要があることを必ずしも意味しな
い。

• 内部監査員および外部監査員による評価、およびそのような評価報告書の入手可能性は、技術の信頼性に寄
与する可能性がある。安全性が重要なアプリケーションなど、基本的な権利に影響を与えるアプリケーションで
は、AIシステムを独立して監査できる必要がある

b.

監査可能な環
境

Explainability
（説明可能性）

The principle of 
fairness
(公平性の原
則)

• 決定の責任を負うエンティティが識別可能でなければならず、意思決定プロセスが説明可能でなければならな
い

b.

AI判断プロセスの説
明可能

1
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【倫理要素の要求事項】
Traceabilityにおいては結果の再現性が要求されている
Robustness及びsafetyにおいては悪意のあるユーザーに備えることを言及している

倫理要素

AIガバナンスフレームワーク 備考

対応する
倫理要件 目標

Traceability
（検証可能性）

Reliability and 
Reproducibility.
(信頼性と再現
性)

• AIシステムの結果が再現性と信頼性を備えていることが重要である。再現性は、AI実験が同じ条件下で繰り
返されたときに同じ動作を示すかどうかを表す。これにより、科学者と政策立案者は、AIシステムが行うことを
正確に説明可能である。

a.

検証メカニズムの構
成

Explainability
(説明可能性)

• 技術的な説明可能性を確保するには、AIシステムが下した決定を人間が理解して追跡できることが必要であ
る。

a.

検証メカニズムの構
成

Robustness
（頑健性）

Resilience to 
attack and 
security
(セキュリティ)

• AIシステムの想定外のアプリケーション（二重使用アプリケーションなど）および悪意のあるアクターによるシス
テムの悪用の可能性を考慮し、これらを防止および軽減するための手順を実行する必要がある

a. 

AIの頑健性

Safety
（安全性）

The principle of 
prevention of 
harm
(危害防止の原
則)

• AIシステムは、危害を引き起こしたり悪化させたりしてはならず、また人間に悪影響を与えてはならない a.

AI自体によるリスク
低減

Resilience to 
attack and 
security
(セキュリティ)

• すべてのソフトウェアシステムと同様に、AIシステムは、攻撃者による悪用を可能にする脆弱性から保護する
必要がある

a.

AI自体によるリスク
低減

1
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【倫理要素の要求事項】
Fairnessにおいては民主主義・正義・法の支配について要求されている

倫理要素

AIガバナンスフレームワーク 備考

対応する
倫理要件 目標

Safety
（安全性）

Fallback plan 
and general 
safety(切り戻し
と安全性)

• AIシステムには、問題が発生した場合に切り戻しを有効にする保護手段が必要である。これは、AIシステムが統
計ベースの手順からルールベースの手順に切り替わること、またはアクションを続行する前に人間のオペレー
ターを要求することを意味する。 開発プロセスまたはシステム自体が特に高いリスクをもたらすと予測される場合、
安全対策を事前に開発およびテストすることが重要である。

B.

利用者における制
御可能性

Fairness
（公平性）

Respect for 
democracy, 
justice and the 
rule of law
(民主主義、正
義、法の支配
を尊重)

• AIシステムは、民主的なプロセス、人間の審議、または民主的な投票システムを損なってはならない
• AIシステムは、法の支配が確立されている基本的なコミットメント、法律と規制を損なうような方法で動作しないこ
とを保証し、法の前に正当なプロセスと平等を保証するコミットメントを組み込む必要もある

d.

民主主義と法
の支配

Equality, non-
discrimination 
and solidarity
(平等、被差別、
連帯)

• 排除のリスクのある人の権利を含むすべての人間の道徳的価値と尊厳に対する平等な尊重が保証されなけれ
ばならない

• また、これには、労働者、女性、障害者、少数民族、子供、消費者、または排除の危険にさらされているその他の
人々など、潜在的に脆弱な人々やグループに対する適切な敬意も必要である

a. 

差別の解消

1
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【倫理要素の要求事項】
Fairnessにおいて特に潜在的に発生しうるバイアスについて留意することを要求して
いる

倫理要素

AIガバナンスフレームワーク 備考

対応する
倫理要件 目標

Fairness
（公平性）

The principle 
of fairness
(公平性の原
則)

• AIシステムの開発、展開、使用は公平でなければならない
• 利益と費用の両方の平等かつ公正な分配を確保し、個人とグループが不公平なバイアス、差別、および非難から
解放されることを保証することへのコミットメントする必要がある。

• 公正性は、AI実践者が手段と目的の間の比例の原則を尊重し、競合する利益と目的のバランスを取る方法を慎
重に検討する必要があることを意味する

• そのためには、決定の責任を負うエンティティが識別可能でなければならず、意思決定プロセスが説明可能でな
ければならない

a. 

差別の解消

Avoidance of 
unfair bias
(不公平なバイ
アスの回避)

• AIシステム（トレーニングと運用の両方）で使用されるデータセットには、不注意な歴史的 バイアス、不完全性、悪
いガバナンスモデルが含まれる場合があり、そのようなバイアスの継続は、特定のグループまたは人々に対する
意図しない（間接的な）偏見と差別につながり、潜在的に偏見と疎外を悪化させる可能性がある

• これらの弊害は、（消費者）バイアスの意図的な搾取や、共謀や不透明な市場による価格の均質化などの不公正
な競争に関与することによっても発生する可能性がある。

• 多様な背景、文化、規律から採用することで、意見の多様性を確保できるため、これを奨励する必要がある

a. 

差別の解消

Accessibility 
and universal 
design
(アクセシビリ
ティとユニバー
サルデザイン)

• 特に企業から消費者のドメインでは、システムはユーザー中心で、年齢、性別、能力、特性に関係なく、すべての
人がAI製品またはサービスを使用できるように設計する必要がある

a. 

差別の解消

1
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【倫理要素の要求事項】
Accountabilityとして、AIによる利用者への負の影響に対し正当な保護をすることが
要求されている

倫理要素

AIガバナンスフレームワーク 備考

対応する
倫理要件 目標

Accountability
（説明責任）

Explainability
(説明可能性)

• AIシステムが人々の生活に大きな影響を与えるときはいつでも、AIシステムの意思決定プロセスの適切な説明を
要求することが可能であるべきである。

b.

説明メカニズムの明
確化

Minimisation
and reporting 
of negative 
impacts
(悪影響の最小
化と報告)

• 特定のシステム結果に寄与するアクションまたは決定について報告する能力と、そのような結果に対応する能力
の両方を確保する必要がある。

• AIシステムの潜在的な負の影響を特定、評価、文書化、最小化することは、直接影響を受ける（影響を受ける）
人にとって特に重要である。 そのためにAIシステムに関する正当な懸念を報告する際には、内部告発者、NGO、
労働組合、またはその他の組織が正当な保護を利用できる必要がある。

a.

AI提供側の責任の
明確化

Redress
(救済)

• 不当な悪影響が発生した場合、適切な救済を保証するアクセス可能なメカニズムを予測する必要がある。脆弱
な人やグループには特に注意を払う必要がある

a.

AI提供側の責任の
明確化

1
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【倫理要素の要求事項】
Dignityを守るために、政府および非政府組織の介入を要求している

倫理要素

AIガバナンスフレームワーク 備考

対応する
倫理要件 目標

Dignity
（尊厳）

Respect for 
human dignity
(人間の尊厳の
尊重)

• 人間の尊厳には、すべての人間が「本質的な価値」を持っているという考えが含まれます。「本質的な価値」は
他人やAIシステムなどの新しいテクノロジーによって減少、妥協、または抑制されることはない

• AIシステムは、人間の肉体的および精神的完全性、個人的および文化的なアイデンティティの感覚、および本
質的なニーズの満足を尊重、提供、保護する方法で開発する必要がある

a. 

人間中心

Freedom of 
the individual
(個人の自由)

• 人間は自分自身の人生を自由に決定できるようにすべきであり、これを守りながらAIの利点と機会に平等にア
クセスできるようにするには政府および非政府組織の介入も必要である

c.

利用者の判断を尊
重

Human agency • ユーザーは、AIシステムに関する情報に基づいた自律的な決定を行える必要がある。 AIシステムを十分に理
解してやり取りするための知識とツールを提供し、可能な場合はシステムを合理的に自己評価またはチャレンジ
できるようにする必要がある

• ユーザー自律の全体的な原則は、システムの機能の中核でなければならない

a. 

人間中心

1
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【倫理要素の要求事項】
PrivacyについてはGDPRと同様の論点が要求されている

倫理要素

AIガバナンスフレームワーク 備考

対応する
倫理要件 目標

Dignity
（尊厳）

Accessibility 
and universal 
design
(アクセシビリ
ティとユニバー
サルデザイン)

• 特に企業から消費者のドメインでは、システムはユーザー中心で、年齢、性別、能力、特性に関係なく、すべての
人がAI製品またはサービスを使用できるように設計する必要がある

c.

利用者の判断を尊
重

The principle 
of respect for 
human 
autonomy
(人間の自律を
尊重する原則)

• AIシステムと対話する人間は、自分自身に対する完全かつ効果的な自己決定を維持し、民主的なプロセスに参
加できなければならない

• AIシステムは、人間を不当に従属させたり、強要したり、欺いたり、操作したり、選好を操ったり、集団化してはなら
ない

a. 

人間中心

Privacy
（プライバシー）

Privacy and 
data protection
(プライバシー
とデータ保護)

• AIシステムは、システムのライフサイクル全体を通じてプライバシーとデータ保護を保証する必要がある
• これには、ユーザーが最初に提供した情報と、システムとの対話の過程でユーザーに関して生成された情報（た
とえば、特定のユーザー向けにAIシステムが生成した出力や、特定の推奨事項に対するユーザーの応答方法）
が含まれる

a.

プライバシーの保護

Access to data
(データへのア
クセス)

• 個人のデータを処理する特定の組織（誰かがシステムのユーザーであるかどうか）で、データアクセスを管理する
データプロトコルを導入する必要がある

• これらのプロトコルは、誰がどのような状況でデータにアクセスできるかを概説する必要がある。このデータには
能力を持ち、個人のデータにアクセスする必要かつ適格な資格のある人員のみが許可されるべきである

a.

プライバシーの保護

Privacy and 
data protection
(プライバシー
とデータ保護)

• 人間の行動のデジタル記録により、AIシステムは個人の好みだけでなく、性的指向、年齢、性別、宗教的または
政治的見解も推測可能である。個人がデータ収集プロセスを信頼できるようにするために、収集されたデータが
違法または不当に差別されるために使用されないようにする必要がある

b.

不正利用の禁止

1

出所： HLEG「 Ethics Guidelines for Trustworthy AI 」2019.4



© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

• 管理者および管理者の代理人はその責任においてデータの取り扱い及びそれが
正当に行われたことを証明する記録を保存する義務があることを定める

143

法制度におけるAI倫理に関する条項

【法制度】
AI利活用においてGDPRを準拠することが求められている

倫理要素 分野共通

Privacy

GDPR 第22条

General Data Protection Regulation

• データ主体は、同人に関する法的効果をもたらすか又は同様の重大な影響をもた
らすプロファイリング等の自動化された取扱いのみに基づいた決定の対象にならな
い権利を有すると定める

• 例外的に下記3つの場合においてはその限りではない
1. データ主体と管理者との間の契約締結または履行に必要な場合
2. 管理者が従うEU法または構成国法が、データ主体の権利・自由と正当な利益を

保護するための適切な措置を備えていて、自動処理による決定を認めている場合
3. データ主体の明示の同意に基づく場合

Dignity

GDPR 第5条(C) (F)

General Data Protection Regulation

• 個人データは適切で、関連性があり、処理される目的に関して必要なものに限定さ
れるべきであると定める

• 不正な又は違法な処理からの保護、不慮の損失、破壊からの保護を含み、個人
データの適切なセキュリティが確保される形で処理すること

Safety

Traceability

GDPR 30条

General Data Protection Regulation

個別領域

Safety

第2次金融商品市場指令（MiFIDⅡ） 17条

Markets in Financial Instruments Directive II

• アルゴリズム高速取引を行う投資家を登録制とし、実効
的な体制整備・リスク管理義務や当局に対する通知・情
報提供義務を課す(2018年1月から)
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アセスメントリストの作成

【ガバナンスの実装】
EUは倫理ガイドラインの実装可能を実現するためにアセスメントリストを作成

ステータス（2020年1月時点）

• パイロットフェーズ。現在のリストに対するフィードバックを企業
等から収集し、2020年初頭に改訂版を公開する予定

• 2019年6月26日－12月1日において、以下のアプローチで
フィードバックを収集済み

 アセスメントリストに関するサーベイ
 ベストプラクティスの収集
 深堀インタビューの実施

450組織がパイロットフェーズへ登録し、フィードバックを提供

目的
• 「Ethics guidelines for trustworthy AI」の7つの要求条件を実装可能
にする

• AI実践者が信頼できるAIを開発、展開、使用するためのガイドを提供
• あらゆる分野にて信頼できるAIを確保するための基盤を提供

企業

National Police of 

The Netherlands

研究機関 政府

フィードバックを提供済みの組織

作成機関
• AI高等専門家グループ（AI HLEG） ※欧州委員会が設置

出所：Ethics Guidelines for Trustworthy AI HP

内容
• 倫理原則に関連する質問及びAIシステムの信頼性を確保するのに役
立つ手順及び実行に必要となる手順から構成

アセスメントリストの質問例

 追跡可能性を確保する対策は構築されているか。これは以下の方法の文書化が含まれる：
 アルゴリズムシステムの設計と開発に使用される方法

O ルールベースのAIシステム：プログラミングの方法またはモデルの作成方法
O 学習ベースのAIシステム: どのような入力データが収集、選択され、このような動作は如何に発生したかを含むアルゴリズムをト
レーニングする方法

再掲
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AIの開発・利活用に関する状況

【背景】
英国は論文数や企業数が米、中に次ぐ等、AIの研究開発や利活用はともに高い水準
にある

AIの研究・開発 AIの利活用

AI企業数

※世界総合4,925 AI企業において、
AI企業数ランキング

AIスタートアップ企業社数

※全世界においてAIを利活用する企業

4位
/世界各国

3位
／世界各国

グローバルAI人材人数
※世界中、10年以内にAIの英語論文を発表
或いは特許を出願した研究・技術専門性を有

するAI人材

5位

AI論文数
※ 1997-2007年Clarivate Analytics’ Web of 

Scienceに掲載されたAI関連研究

3位
/世界各国

政府AI準備指標

※ 「AIを国民へ提供する国のサービスに活用で
きる」ことに関連する指標により順位付け

2位
／194か国中

出所：WIPO「WIPO Technology Trends 2019」, Asgard& Roland Berger 「Global Artificial Intelligence Landscape」 2018, Oxford Insights 「Government Artificial Intelligence 

Readiness Index 2019」 Institute for Financial Services Zug (IFZ) 「Global FinTech Rankings 2018」, China Institute for Science and Technology Policy at Tsinghua 

University 「China AI Development Report 2018」
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AI倫理の検討の背景と位置付け

【背景】
2030年までに英国を世界最高のイノベーション国家とする目標に向けて、AI領域を
重要課題の１つとして投資や人材等5つの観点での取り組みを計画

背景
（AIの発展状況）

産業戦略において、AI領域の発展が強調され、具体的な投資予算を発表した

 産業戦略において、AIを一つの重要課題として取り上げる
• 2017年12月、英国政府は経済成長を実現するための新たな産業戦略「Industrial Strategy: building a Britain fit for the future」
を発表、政府と産業界の間で業種別に生産性向上を図るセクター・ディールとして、ライフサイエンス、建設、AI、自動車の4分野
から開始することとしている

• AIおよびデータ駆動型経済（AI & data-driven economy）の成長が、2030年までに少なくとも英国に232億ポンド（約3.4兆円）の
経済効果をもたらすものとして、AIは、英国が取り組むべき4つの重要課題「グランドチャレンジ」の一つに位置付けられている

 AIの産業戦略となる「AI Sector Deal」では具体的な投資予算を計画
• 2018年4月にはAI分野を対象とした具体的な取り組み（AI Sector Deal）が公表された
• 英国をAIのグローバルリーダーとして位置付けることを目指し、国内および世界の優秀な人材や企業を呼び込み英国をイノベー
ションの中心地とするほか、民間からの投資も含め10億ポンド（約1450億円）以上の投資を目指す

• 5つの観点で具体的な取り組みが掲げられた
 「アイデア」：生産性向上に向けて民間および公共部門におけるAI開発・導入へ多額の投資を行うほか、民間（海外等のAIトップ企
業）からの投資を促進する

 「人材」：AIに関する高度な労働力を確保するとともに人材の多様性を高めるために、世界中の研究人材等の誘致、国内大学のAI

課程、学生と教員に対する支援等を行う
 「インフラ」：AIに係るサービス開発の基盤となるデータインフラの整備や利用促進、公共部門のデータの公正・公平・安全のための
データ共有フレームワークの構築、ブロードバンド・5Gネットワーク基盤の整備等を行う

 「ビジネス環境」：英国がAIビジネスを行ううえで最適な地域となることを目的に、効果的な産業政策の実施に向けた評価・改善の
体制構築(AI委員会の設立等)や官民による投資の促進を進める

 「地域／コミュニティ」：英国各地にある技術クラスタの潜在能力を有効活用するために、地域の産業戦略を導入し、地方政府・地元
企業・研究機関等の連携を促進し、AI技術の開発・導入をローカルに実施できる地産地消のコミュニティを整備する

AI倫理の
位置づけ

データ共有の環境構築とAI倫理に関わるインターネット環境の整備における優先事項として強調
• 「AI Sector Deal」において、データ安全利用及び信頼性を向上させるためのデータ共有枠組みの作成に言及
• 2018年3月の DCMSが発表したインターネット環境関連のルール作成と実行への推進プログラム「デジタル憲章」において、データ及び

AI にかかわる倫理及びイノベーションを優先事項として取り上げ

147

出所： BEIS「Industrial Strategy: Building a Britain Fit for the Future」2017.12, BEIS, DCMS「Sector Deal」
2018.4, みずほ情報総研「欧州におけるAI戦略 ―AIイノベーションの中心地を目指す英国の取り組み」 2018.7
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AI戦略および倫理の推進スケジュール

【背景】
2017年から策定が進められているデジタル戦略、産業戦略に基づきデジタル憲章と
AIセクターディールが作成されている

文書

7月、AI戦略報告書「英国におけるAI産業の成長」公開

• 英国のAI産業が繁栄・成長するために、政府及び産業界が整備すべき条件についてレビューが実施され、結果として
AIに関する 「人材育成」「研究の推進と適用」「需要と供給の創出」 を中心の18 項目にわたる提言が盛り込まれた

※「アラン・チューリング研究所」を国立のAIとデータ科学の研究所として位置づけられた

3月、DCMSにより「デジタル戦略」公開

世界をリードする英国のデジタルエコノミーの推進に向けて七つの施策を挙げ、英国における AI産業の成
長のための環境整備を進めること提言した

12月、 BEIS により「産業戦略： 未来の英国の構築のために」公開

• 英国企業を支援し英国経済の力強い成長を実現するための長期産業戦略を発表
• 2030年までに英国を世界最高のイノベーション国家になる目標を立ち上げ、AIを四つの主要課題

(Grand Challenge)の一つとして取り上げた

• 政府の産業戦略全体の一部として、重点課題の一つであるAIに関連した産業戦略を示す

• 政府と産業界がそれぞれ取るべきアクションが示されており、施策ごとの予算額も明示されて
いる

※AI Council、Office of AI(OAI)、Centre for Data Ethics and Innovation(CDEI)を設立

4月、 DCMSにより「AIセクター・ディール」公開

4

Recomm

endation

をベース

四つのセクター・
ディールの一つ

プログラム

• 「デジタル戦略」を補完するインターネット環境関連のルール作成と実行の推進プログラム
• 利用者及び企業のオンライ ン上の自由と安全のバランスを企図した新たな枠組みの創設を図る
ための考え方を示し、デジタル分野の政策立案における六つの基本原則と優先事項を掲げている

3月、 DCMSにより「デジタル憲章」公開

出所：各文書発行機関のHPによりデロイト作成
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AI戦略および倫理の推進スケジュール

【背景】
上院AI特別委員会はAI倫理の原則①を提言し、その後、公共部門が対象であるAI

倫理ガイドライン②③が作成された
報告書

4月、上院AI特別委員会が
「英国におけるAI：英国はAIを活用し、そして活用
できる準備ができているか」を発表

1

6月、 DCMSが「データ倫理枠組み」を発行

2

9月、保健・社会保障省(Department of Health and Social Security)が
「データ駆動型ヘルスケ・アテクノロジーの行動規範(Code of conduct for 

data-driven health and care technology) 」を発行

12月草案版を発行
Information Commission Office (ICO)とアラン
チューリング研究所により
「説明可能AIを実装するためのガイドライ
(Explaining AI decisions guidance)」を作成中
• Part1 「AIの定義の説明の基本」
• Part2 「実践におけるAIの説明」
• Part3 「組織にとってAIの説明に関して」

6月、アランチューリング研究所が「AIの倫理と安全性の理解」
を発行
※政府デジタルサービスとAI局によりサマライズ版を作成

3

出所：各文書発行機関のHPによりデロイト作成
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【背景】
上院AI特別委員会によりAI倫理原則の方針が発表され、政府及び国立研究機関主
導で二つののAIガバナンス原則が発行された

行政機関
Executive 

AI in the UK: ready, willing and able?

上院AI特別委員会 2018.4

立法機関
Legislation Parliament

Government Response to House of Lords Artificial Intelligence Select 

Committee’s Report on AI in the UK: Ready,Willing and Able?  

ビジネス・エネルギー・産業戦略省(BEIS)  2018.6

• 英国におけるAI発展の

経済的、倫理的、社会的
側面のアドバイスを提案
する特設委員会を設立
し、2018年3月末までに
報告を提出

上院AI特別委員会
House of Lords 

Select Committee on 

Artificial Intelligence

1 1

• デジタル（通信、放送、メディアを含む）、
スポーツ、市民社会、芸術、遺産、観
光分野の成長促進の役割を担う

• 通信分野における政策立案

ビジネス・エネルギー・産業戦略省
（BEIS）

• ビジネス、産業政策、科学、イノベーショ
ン、エネルギー、 気候変動領域の課題と
施策を取り組む

• AI関連デジタル戦略や産業戦略の策定

デジタル・文化・メディア・スポーツ省
（DCMS）

2

3

• 首相及び内閣の支援等を行うとともに、
省庁横断の重要施策についても担当
する。

• 情報通信関連では、電子政府、サイ

バーセキュリティ等に関する事務を関
係省庁と共に担当

内閣府
Cabinet Office

• 政府のデジタルトランス
フォーメーションを主導

政府デジタルサービス
Government Digital 

Service (GDS)

• AI Sector Dealの

実装に関する責任を
負う政府組織

AI局
Office for Artificial 

Intelligence (OAI)
• データサイエンスの研究拠点

• ビッグデータの分析及び応用に
おいて英国が世界を主導する
ために重要な役割を担い、理
論及び応用の両面で優れた研
究環境を提供

「アラン・チューリング研究所
The Alan Turing Institute

• 産学官の有識者で構成さ
れる独立したAI政策評価
機関

• AI Sector Deal政策の実

施内容・結果の評価およ
び改善等を行う

AI評議会
AI Council

コメント
回答

1

1

Understanding artificial intelligence ethics and safety

本文：アランチューリング研究所 2019.6

サマリー：政府デジタルサービス（GDS）、AI局 (OAI)

3

2 Data Ethics Framework

デジタル・文化・メディア・スポーツ省（DCMS）2018.6

民間参加機関

政府機関
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（参考：ガバナンス専任機関）
英国では、AIガバナンスに係る調査・監督および政府への助言機能をもつ独立機関
としてCDEIが設立された

再掲

出所：Centre for Data Ethics and Innovation HP, DCMS 「AI Sector Deal」 2018.4, BEIS「Industry Strategy」2017.12, 

DCMS「Framework Agreement between the Department for Digital, Culture, Media & Sport and the Centre for Data 

Ethics and Innovation」2019.3
151

データ倫理・イノベーション・センター（CDEI）

• 2019年4月1日に設立

• 英国政府により設立された独立した諮問組織

• 複雑な技術の統制、イノベーションに資する規制等に関する英国内の幅広い専門家を招聘する
• CDEIは、「AIを含むデータの倫理的で安全で革新的な使用」について現在のガバナンスの状況を
評価し、政府と規制者へ助言する「世界初の諮問機関」として設立された

• 政策や法律を通じてデータとAIの安全で倫理的なイノベーションをどのようにサポートできるかにつ
いて政府に助言し、データとAIの使用および潜在的な危険性について規制当局に専門家のアドバ
イスとサポートを提供する

概要

2019/2020の活動

予測・分析
• 市民、産業、公共部門、学界によるワークショップやセミナーを運営し、
データ駆動型技術の公的信頼を促進したり阻害する動向や適用
（applications）を特定する
※ 当該方法については完全ではなく（not be exhaustive）、継続的に発
展させることを想定

調査
• ターゲティングレビュー
オンラインターゲティング（特定の個人やグループを特定し、パーソナライ
ズしたメッセージ、内容やサービスを提供すること）の便益や被害のポテ
ンシャルを特定し、責任あるイノベーションを促進し、リスクを最小化する
ガバナンスフレームワークを検討。

• バイアスレビュー
文献調査、技術調査およびワークショップを通じて、アルゴリズムにおけ
るバイアスに関する課題を調査

• 専門家の招集
ワークショップやセミナー等を開催

• 政策レビューグループ
特定のレビューに関与する利害関係者からなるグループ

• 共同制作と委託
パートナー企業及び外部専門家と協力

• エビデンスの要求
AIに係るエビデンスを求めるとともに、専門知識を提供す
るよう奨励

• パートナーシップ
一部のステークホルダーと正式なパートナーシップを結ぶ

• 企業、イノベーターとの連携
企業（特にスタートアップや中小企業）と連携し、意見を取
り入れる

CDEIにAIコードを作成させ、他の機関
と連携し企業におけるAIコードの遵守
状況を監視し、改善する方法について
アドバイスを行う役割を与えたい

上院AI特別委員会

How the CDEI will work
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（参考：ガバナンス専任機関）
CDEIの理事会は専門家から構成。CDEIの業務の成果を監視する

役割：
CDEIの業務の成果、政府に対する助言を監視すると
ともにそれらに対して説明責任を持つ

構成：
12名の専門家（上院AI特別委員会、アラン・チューリ
ング研究所、Oxford大学等の機関に所属）から構成

データ倫理・イノベーション・センター（CDEI）の理事会

再掲

出所: DCMS「Introduction to the Centre for Data Ethics and Innovation 」2019.3
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公共分野
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三つのガイドラインの関係性

【制度検討状況：ガイドライン】
今後英国のセクターに適応できる「AIコード」の上位になる包括的な原則として①を作
成し、公共部門を対象としたデータ利用及びAI倫理のガイドラインとして②、③を作成

公共部門について優先的に具体化

「公共部門が持つデータの価値が高い、
商業的に利用される可能性も高い」

（AI in the UK: ready, willing and able? 10）

他の分野

• Code of conduct for data-

driven health and care 

technology

保健・社会保障省 2018.9

AI in the UK: ready, willing and able?
（上院AI特別委員会 2018.4）

1

Understanding artificial 

intelligence ethics and 

safety

（本文：アランチューリング研究所
2019.6

サマリー：政府デジタルサービス（GDS）、
AI局 (OAI)）
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• 本報告書は2017年4月、英国上院AI特別委員会により公開さ
れた、英国のAI技術受け入れ体制に関する調査と推奨事項の
取り纏めである

• 「AIコード」の提言に関して、共有する倫理的AIフレームワーク
の基礎となる5つの原則を提案

(上院AI特別委員会に対する政府からのレスポンス)

規制当局、学界、一般市民、企業全体からエビデンスと洞
察を引き出し、これらをデータとAIが利用されている領域
に反映し、アクションに落とし込む。

出所：Select Committee on Artificial Intelligence 「AI in the UK: ready, willing and able?」2018.4154

AI in the UK: ready, willing and able?（英国におけるAI：英国はAIを活用し、活用できる準備ができているか）

【制度検討状況：ガイドライン】
上院AI特別委員会により作成され、今後作成されるAIの倫理的行動規範となる「AI

コード」の原則を示している

背景・目的

他戦略・ガイドライン等との関係性

概要

強制力

• AIに特化した規制は現時点は適切ではないが、このようなフレー
ムワークは今後必要な規制を支える根拠となる。本報告書におい
て、今後作成されるAIの倫理的行動規範となる「AIコード」の原則
を提供する

• 現在個別の企業や業界で倫理の行動規範を作成しているが、国
家レベルの広い共通認識が欠けているため、政府の支援の下で
一貫性があり広く認識される倫理的ガイダンスを展開する予定

• 今後の倫理的行動規範「AIコード」 のベースになる
※AIコードはAI局(AI Council)、アラン・チューリング研究所が意見を提供し、
CDEIが作成・推進することを構想している

政府機関に対する推奨事項

対象者

1

AIモデル開発者

AIサービスプロバイダ

ビジネス利用者

データ提供者

消費者的利用者

その他

○（Companies and Organizations developing AI）

○(Policy Maker)

○（Companies and Organizations developing AI）

○（Companies and Organizations developing AI）
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【制度検討状況：ガイドライン】
英国における各産業、セクターに適応できる「AIコード」の出発点として、5つの包括的
な原則を提案した

原則内容

（1）AIの開発は人類の公益と利益のためにすべき

（2）AIは明瞭度(Intelligibility)と公平性の原則に基づいて機能すべき

（3）AIは、個人、家族、またはコミュニティのデータ権利またはプライバシーを低下させるために使用してはならない

（4）すべての市民は、AIとともに精神的、感情的、経済的に繁栄できるように教育を受ける権利を有する

（5）AIに決して人間を傷つける、破壊する、または欺く自主的な力を与えるわけにはならない

AI in the UK: ready, willing and able?（英国におけるAI：英国はAIを活用し、そして活用できる準備ができているか）1

出所：Select Committee on Artificial Intelligence 「AI in the UK: ready, willing and able?」2018.4
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• 本データ倫理枠組みは、公共部門でのデータの使用方法に関
する明確な原則を規定し、デジタル・文化・メディア・スポーツ省
(DCMS)が作成したあらゆるプロジェクトで使用されるべきツー
ルである

• 新しいデータテクノロジーを構築または購入する際に、透明性
と説明責任に関する最高の基準を設定すると同時に、データ
の価値の最大化に貢献する

• 三つの部分により構成：
• データ倫理の原則(プロジェクト、サービス、または調達
したソフトウェアに対して、評価するための7つのデータ
倫理原則を定めた)

• フレームワークの各原則の追加ガイダンス
• プロジェクトについて行った倫理的決定をチームが記録
するのに役立つワークブック

出所：DCMS 「Data Ethics Framework」 2018.6156

Data Ethics Framework（データ倫理枠組み）

【制度検討状況：ガイドライン】
本データ倫理枠組みは、公共部門でのデータの使用方法に関する原則を規定し、
あらゆるプロジェクトで使用されるべきツールと位置付けられている

背景・目的

他戦略・ガイドライン等との関係性

概要

強制力

本枠組みにより、公共部門を対象として、政府プロジェクトにおいて
データを使用する際の倫理的決定を明確化する

• Why PS: さまざまな分野の公務員がデータと新しいテクノロ
ジーからの洞察を理解する必要性が高まり、公務員がデータに
基づいた洞察を責任を持って使用する能力を備えていること重
要となる

• How to use it: 新しいプロジェクトの設計フェーズを開始する
前に、本枠組みを利用する

2016 年のData Science Ethical Frameworkに基づいて作成された
3Understanding artificial intelligence ethics and safetyの基礎的な枠組みと
なる

公共部門に対する推奨事項

対象者

2

AIモデル開発者

AIサービスプロバイダ

ビジネス利用者

データ提供者

消費者的利用者

その他

△

○（operational staff）

○（operational staff）

• Policy Maker

• data practitioners (statisticians, analysts 

and data scientists)

△ (data engineers)



© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

• アランチューリング研究所により作成
• 政府デジタルサービス（GDS）とOffice for Artificial 

Intelligence (OAI)が公共部門が遵守すべきものとして上記の
サマライズ版を作成

• 本ガイダンスは、AIが倫理的で、安全と責任を持ってAIを開発
と展開することを保証する上で、部門と実装リード(delivery 

leads)を支援するための価値原則、およびガイドラインを概説
 SUM Value: AIの責任ある設計と使用をサポートし、引き受け、
動機付ける倫理的価値のフレームワーク

 FAST Track Principles: AIシステムの設計と使用に合わせた一
連の実用的な原則

 PBG Framework（SUM ValueとFAST Track Principlesを実現
するためのプロセスベースのガバナンスフレームワーク）

出所：The Alan Turing Institute, Office for Artificial Intelligence (OAI),  the Government Digital Service (GDS) 

「Understanding artificial intelligence ethics and safety」 2019.6157

Understanding artificial intelligence ethics and safety（AIの倫理と安全性の理解）

【制度検討状況：ガイドライン】
本ガイドラインはAIが倫理的な開発と展開を保証するための原則及びガイドラインの
概説であり、②のFrameworkを補足するためにアランチューリング研究所が作成

背景・目的

他戦略・ガイドライン等との関係性

概要

強制力

• 本ガイドは公共部門におけるAIの倫理と安全性に関する包括的な
ガイドであり、AIプロジェクトの設計、生産、展開に関わるすべての
人に関係する

• 本ガイドの目的は、AIプロジェクトの実施に関心のある公務員がAI

の倫理と安全性を最優先事項とすることを奨励すること

• 本ガイダンスは、②のData Ethics Frameworkを補完および補
足するために作成された。 ②Data Ethics Frameworkは、あらゆ
るプロジェクトで使用されるべきツールとなる

公共部門に対する推奨事項

対象者

3

AIモデル開発者

AIサービスプロバイダ

ビジネス利用者

データ提供者

消費者的利用者

その他

〇(data scientists, data engineers)

○(delivery managers, departmental leads)

○(domain experts)

△(data engineers)
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AI倫理要素の用語定義

【倫理要素の定義】
Transparencyについて“ツールとデータの透明性”まで言及し、Explainabilityは
“最も単純なモデルの利用”と“AI結果とプロセスの説明” を含む概念となっている

倫理
要素

データ倫理枠組み AIの倫理と安全性の理解
備考

用語 内容 用語 内容

Transparent 
透明性、説明責
任

• 作業を透明にし、説明責任を果たす：作業
を行うために使用したツール、データ、ア
ルゴリズムについて透明性を保ち、可能
な限りオープンで作業する必要がある

a. 積極的に情
報開示

Explainability
アルゴリズムの
説明責任

• 常に最も単純なモデルを使用して、目的
の結果を達成する必要があり、専門家以
外にも説明できる必要がある

• チームは利用者のニーズを満たすために、
機械学習または機械学習モデルのパイプ
ラインがどのように機能したかについて合
理的な理解を得る必要がある

透明性

• AIシステムの設計者と実装者は利害関
係者に、特定の状況でモデルがどのよう
に、なぜそれを行ったかを説明できる

• AIシステムの設計者と実装者はAIの結
果とプロセスの倫理的許容性、差別的
無害、公衆の信頼性を証明できる

a. 利用者が解
釈可能

b. AI判断プロ
セスの説明
可能

2 3

出所： DCMS「Data Ethics Framework」 2018.6, The Alan Turing Institute, Office for Artificial Intelligence (OAI),  the Government Digital Service (GDS) 

「Understanding artificial intelligence ethics and safety」 2019.6
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AI倫理要素の用語定義

【倫理要素の定義】
Robustnessに関しては“敵的攻撃から保護できる安全システムの構築”と、
“モデルの精度の向上による不確実性の対処可能”にまで言及している

倫理
要素

データ倫理枠組み AIの倫理と安全性の理解
備考

用語 内容 用語 内容

Robustness

セキュリティ • セキュリティの目標には、可能性のある敵の攻撃に
直面したときのAIシステムのいくつかの運用上の側
面の保護が含まれる。安全なシステムは、それを構
成する情報の整合性を維持できる。 これには、構成
部品の不正な変更または損傷からアーキテクチャを
保護することが含まれる

• 安全なシステムが継続的に機能し、承認されたユー
ザーがアクセスでき、敵対的または敵対的な状況下
でも機密情報と個人情報を安全に保つ

a. AIの頑健性

正確性 • 機械学習におけるモデルの精度は、正しい出力を生
成する例の割合を指す。精度に関する懸念は、データ
サンプルに存在する避けられないノイズ、特定のモデ
ルが基礎となる分布の関連する特徴を欠いている可
能性によって生成されるアーキテクチャの不確実性、
および経時的な入力データの不可避な変化の問題に
対処する必要がある

a. AIの頑健性

Fairness

社会的価値、正義、
および公共の利
益

• 社会的価値、正義、および公共の利益の優先順位を
保護する：
- すべての個人を平等に扱い、社会的平等を保護す
る

a. 差別の解消

2 3

出所： DCMS「Data Ethics Framework」 2018.6, The Alan Turing Institute, Office for Artificial Intelligence (OAI),  the Government Digital Service (GDS) 

「Understanding artificial intelligence ethics and safety」 2019.6
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AI倫理要素の用語定義

【倫理要素の定義】
Dignityに関しては個人と公共の利益を優先することを言及し、人間中心の考え方を
示している

倫理
要素

データ倫理枠組み AIの倫理と安全性の理解
備考

用語 内容 用語 内容

Safety

幸福 • 一人ひとりの幸福を大切にすること：
- 技術で害を及ぼさないように誤用または乱用のリスクを最小限に抑
える
- AIアプリケーションは人々の安全と身体の完全性を優先する

a. AI自体によ
りリスク低減

信頼性 • 信頼できるシステムは、実行するようにプログラムされた仕様に準拠
する

• 信頼性は一貫性の尺度であり、意図された機能に動作上適合する
信頼性に基づいて、システムの安全性に対する信頼を確立する

a. AI自体によ
りリスク低減

安全 • 技術チームは、予測以外の変更、異常、摂動に直面した場合でも、
設計者の期待どおりに正確かつ信頼性の高い動作をするシステムを
構築する方法に慎重に配慮する必要がある

• 安全目標を満たすAIシステムを構築するには、厳密なテスト、検証、
再評価、および監視と制御の適切なメカニズムを実際の運用に統合
することも必要となる

a. AI自体によ
りリスク低減

b. 利用者にお
ける制御可
能性

Dignity

社会的価値、正
義、および公共の
利益

• 社会的価値、正義、および公共の利益の優先順位を保護する：
- AIの正当性を定める際、社会福祉、公的利益を優先する a. 人間中心

幸福 一人ひとりの幸福を大切にすること。個人と全体の幸福を大切にするこ
と:AIシステムを設計および展開は、すべての利害関係者の幸福を促進
するため

a. 人間中心

尊厳 個人の自由な意思決定を行う能力を確保し、自主性、自己表現の力、
および意見を聞く権利を保護する

c. 利用者の判
断を尊重

Privacy

セキュリティ 安全なシステムは継続的に機能し、承認されたユーザーがアクセスでき、
敵対的または敵対的な状況下でも機密情報と個人情報を安全に保つ

a. プライバ
シーの保護

2 3

出所： DCMS「Data Ethics Framework」 2018.6, The Alan Turing Institute, Office for Artificial Intelligence (OAI),  the Government Digital Service (GDS) 

「Understanding artificial intelligence ethics and safety」 2019.6
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AI倫理要素に関する要求事項

【倫理要素の要求事項】
Transparentについては“機密的且つ個人的ではないデータの開示」と「統計データ
の利用実践規範の遵守”が要求されている

倫理
要素

データ倫理枠組み AIの倫理と安全性の理解
備考

用語 内容 用語 内容

Transparent 

データを共有する
• データが機密的あるいは個人的でない場合
は、データを公開しデジタルオブジェクト識別
子（DOI）としてアサインする

a. 積極的に情
報開示

アルゴリズムの透明
性と解釈可能性

• 政府の政策は、結果に対する説明責任を果
たすため解釈可能な証拠に基づいていること
が不可欠となる

a. 積極的に情
報開示

統計

• 統計データの使用あるいは作成する際、統
計の実践規範(Code of Practice for 

Statistics)に従い、レビューができるような開
発プロセスを進める

a. 積極的に情
報開示

2 3

出所： DCMS「Data Ethics Framework」 2018.6, The Alan Turing Institute, Office for Artificial Intelligence (OAI),  the Government Digital Service (GDS) 

「Understanding artificial intelligence ethics and safety」 2019.6
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AI倫理要素に関する要求事項

【倫理要素の要求事項】
Explainabilityの「a.利用者が解釈可能」に関しては“全体的な解釈可能性”と“最も
単純なモデルの利用”が「b.提供者が説明可能」に関しては“モデルの共有” を要求

倫理
要素

データ倫理枠組み AIの倫理と安全性の理解
備考

用語 内容 用語 内容

Explainability 

段階的なプロ
セス

• 全体的な解釈可能性を促
進するための、機械学習
モデルのパイプラインとな
る予測タスクを取り組むこ
とが含まれる。必要なすべ
ての前提条件と注意事項
を明記して明確に文書化
する必要がある

透明性 • タスク②内容の明確化と結果の明確化:
影響を受ける利害関係者に説明を提供する際に、特定の意思決
定または行動の文脈でモデルがどのように、そしてなぜそれを
行ったかを、専門家以外の人が理解できるわかりやすい言葉で
示すことができる

• タスク③成果の正当化:
影響を受ける利害関係者に説明を提供する際には、システムの
特定の決定または動作が倫理的に許容され、差別的/公正ではな
く、公共の信頼/安全確保に値することを実証できる必要がある

a. 利用者が
解釈可能

単純化

• チームは、常に最も単純
なモデルを使用して、測定
可能かつ定量可能な目標
を達成する必要がある

アルゴリズム
の透明性と
解釈可能性

• 自分の仕事を他の人に説明する方法を計画し、自分のアプロー
チを説明できるようにすべき a. 利用者が解

釈可能

透明性 • タスク①、正当化したプロセス
影響を受ける利害関係者に説明を提供する際、倫理的許容性、
非差別/公平性、安全性/公共の信頼性に関する考慮事項は、自
動化された意思決定または行動につながる設計および実装プロ
セスのエンドツーエンドの有効性を実証できる

b. 提供者が説
明可能

説明可能性 • アルゴリズムモデルの決定または動作の説明には、結果を決定
した特定の一連の要因が、結論の裏付けとなる証拠の役割をど
のように果たすことができるかを明示する必要がある。

b. 提供者が説
明可能

アルゴリズム
の説明責任

• アルゴリズムの説明責任のために、モデルを共有する。開発され
たデータサイエンスツールは、可能な限り精査のために利用可能
にする必要がある。モデルを共有する際、データをトレーニングに
使用した人のプライバシーと実施されているタスクの整合性のリ
スクを留意する必要がある

b. 提供者が説
明可能

2 3

出所： DCMS「Data Ethics Framework」 2018.6, The Alan Turing Institute, Office for Artificial Intelligence (OAI),  the Government Digital Service (GDS) 

「Understanding artificial intelligence ethics and safety」 2019.6
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AI倫理要素に関する要求事項

【倫理要素の要求事項】
Traceabilityについては“正当化したデータを監査可能とする測定プロセスの設計”
が要求されている

倫理
要素

データ倫理枠組み AIの倫理と安全性の理解
備考

用語 内容 用語 内容

Traceability

再現性

• 記録と追跡を手法として、データに基づいた
サービスと意思決定の再現性を実現させる
必要がある。

• 具体的には、バージョン管理と再現可能な分
析パイプライン（RAP）の二つが挙げられる

説明責任 • AIシステムは、完全に応答可能かつ監査可能
になるように設計する必要がある。これを行うに
は：
- プロジェクトの設計および実装ライフサイクル
に関与するすべての役割に対する責任の継続
的なチェーンを確立する
- 活動モニタリングを実施して、プロジェクト全体
の監視とレビューを可能にする

a. 検証メカニ
ズムの構成

説明責任

• GDPR(Article 30 on keeping records of 

processing activities)の「処理活動の記録の
保持に関する対策を講じることを証明できる」
に従うべき

a. 検証メカニ
ズムの構成

責任ある埋
め込みデー
タの使用

• 開発チームと実装チームの両方が、堅牢な
評価計画で調査結果とデータモデルを使用
および監視する方法を理解している

透明性 • タスク①、正当化したプロセス
このタスクは、AIプロジェクトのライフサイクル全体
にわたるベストプラクティスに従うことと、設計によ
る説明責任のフレームワークを用いた堅牢な監査
可能性な測定を実施すること、両方によってサポー
トされる

b. 監査の強化

Robustness

頑健性 • 堅牢性は過酷な条件下でAIシステムが確実か
つ正確に機能することを目指す。過酷な条件は、
敵対者の介入、実装者のエラー、または自動学
習器による強化された目標実行（強化学習アプ
リケーション）が含まれる場合がある

• 堅牢性の尺度は、困難な条件、敵対的な攻撃、
摂動、データ中毒、および望ましくない強化学習
行動に応じたシステムの整合性の強さとその動
作の健全性となる

a. AIの頑健性

2 3

出所： DCMS「Data Ethics Framework」 2018.6, The Alan Turing Institute, Office for Artificial Intelligence (OAI),  the Government Digital Service (GDS) 

「Understanding artificial intelligence ethics and safety」 2019.6
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AI倫理要素に関する要求事項

【倫理要素の要求事項】
Fairnessは「平等法」における「差別」にならないことが規定され、Accountabilityに
ついては「データに関わる著作権と知的財産法の遵守」に言及している

倫理
要素

データ倫理枠組み AIの倫理と安全性の理解
備考

用語 内容 用語 内容

Fairness

アルゴリ
ズムの社
会的偏見

• 平等法(The Equality Act 2010)には、公共部
門の平等義務が含まれており、組織は差別を
撤廃し、平等の推進を支援することを定めてい
る。これはアルゴリズムにも適応するため、平
等法に遵守しアルゴリズムによる社会的差別を
解消するべき

公平性

• AIシステムが社会的データまたは人口統計デー
タを処理する場合、差別的で害のない最小限の
レベルを満たすように設計する必要がある。 こ
れを行うには：
- 公正で公平なデータセットのみを使用する
（データの公平性）
・合理的な機能、プロセス、および分析構造をモ
デルアーキテクチャに含める（設計の公平性）
- システムが差別的な影響を与えないようにする
（結果の公平性）
- 公平な方法でシステムを実装する（実装の公
平性）

a. 差別の解消

平等と差
別

• 分析または自動化された意思決定は、「平等
法」 (Equality Act 2010) で定義されている差
別にならないこと

a. 差別の解消

Accountability

説明責任

• AI提供側が、法律規範に従いDataの説明責任
を果たすべき。
GDPRの説明責任規定(Article 5(2) of the 

GDPR (the accountability principle))に従い具
体的なデータ保護の対策を講じていることを証
明できる

利害関
係者の
影響評
価

• プロジェクトチームは、ステークホルダーインパク
トアセスメント（SIA）を用いて、AIプロジェクトの
社会的影響と持続可能性を評価するために協
力する必要がある

a. AI提供側の
責任の明確
化

データに
関わる著
作権と知
的財産

• データとソフトウェアの利用の際は、著作権規
制(Copyright and Rights in Databases 

Regulations 1997)や知的財産法( Intellectual 

Property Act 2014)等の著作権関連法律を遵
守すべき

c. データに関
わる著作権
の遵守

2 3

出所： DCMS「Data Ethics Framework」 2018.6, The Alan Turing Institute, Office for Artificial Intelligence (OAI),  the Government Digital Service (GDS) 

「Understanding artificial intelligence ethics and safety」 2019.6
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AI倫理要素に関する要求事項

【倫理要素の要求事項】
Privacyについては、b.不正利用の禁止とc.データ利用の正当化は英国の法律を遵
守すべきと規定される他、GDPRを遵守するも規定されている

倫理
要素

データ倫理枠組み AIの倫理と安全性の理解
備考

用語 内容 用語 内容

Privacy 

個人データ • 個人データを使用している場合は、EU一般データ保護規則
（GDPR）およびデータ保護法2018（DPA 2018）の原則を遵
守し、プライバシーを保護する必要がある

a. プライバ
シーの保護

データの共
有と再利用

• データの共有は情報コミッショナーのデータ共有に関する実
践規範( Information Commissioner’s Code of Practice 

for Data Sharing ),  デジタルエコノミー法(Part 5 of the 

Digital Economy Act )に遵守すべき
• 公共部門の任務に関連するデータの再利用は、公共部門
情報再利用規制( Re-use of Public Sector Information 

Regulations 2015)に遵守すべきで、利用目的以外に使わ
ない（不正利用の禁止）

b. 不正利用の
禁止

情報の自由

• データを利用する際、情報の自由の要求( Freedom of 

Information Act 2000, the Protection of Freedoms Act 

2012)の公的機関が保有する情報への公開「アクセス権」の
規制に遵守すること

c. データ利用
の正当化

設計による
データ保護

• GDPRにおける設計段階におけるデータ保護の対策や、
DPIA(Data Processing Impact Assessment)というプライ
バシーリスクを識別するための重要なツールを利用する必
要がある

c. データ利用
の正当化

データの最
小化

• GDPRの規定(Article 5(1)(c) of the GDPR)に従い、望まし
い結果を達成するために必要最小限のデータを使用する

c. データ利用
の正当化

2 3

出所： DCMS「Data Ethics Framework」 2018.6, The Alan Turing Institute, Office for Artificial Intelligence (OAI),  the Government Digital Service (GDS) 

「Understanding artificial intelligence ethics and safety」 2019.6
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「アラン・チューリング研究所（Alan Turing Institute）」

【技術開発】
国立データサイエンスの研究拠点であるアラン・チューリング研究所は英国における
AI倫理の技術開発を推進する重要な役割を担う

AI倫理技術開発研究プロジェクト
• 様々な研究開発プロジェクトを実施
⇒次頁以降に詳細

• 2015年、国立データサイエンスの研究拠点として設立
• ビッグデータの分析及び応用において英国が世界を主
導するために重要な役割を担い、競争の激しいデータ
サイエンスの分野において理論及び応用の両面で優れ
た研究環境を提供することを目的としている

設立
背景

• 2017年、「AI in the UK: ready, willing and able?」
に基づき、人工知能に関する任務が追加される

• 2017年以降のAI戦略において重要な位置が与えられ、
2018の「AI Sector Deal」のAI関連出資計画によると英
国工学物理学研究評議会(EPSRC) から4,200万£が拠
出される

• AI研究プロジェクト：科学的および実世界の両方におけ
る影響をもたらすため、アラン・チューリング研究所の研
究者が主導し、他の学者や業界の協力者を携わり、既
定の目的を実現するための焦点を絞った科学的研究を
行う

AI

研究

AI倫理関連施策

研究グループ
• Fairness, transparency and privacy interest groupを立ち
上げ、fairness, transparencyとprivacyに関連する問題を調
査し、新しい技術的アプローチを開発、より広い倫理的議論
の理解を広めることを目指す

イベント開催
• Data ethics groupを設立し、対外なイベントやワークショッ
プを開催

• データサイエンスのベストプラクティスガイダンスを提供

• 5つの大学（Cambridge, Edinburgh, Oxford, UCL and 

Warwick ）と英国工学物理学研究評議会(EPSRC)によ
り創立

• 8つの大学（Leeds, Manchester, Newcastle, Queen 

Mary University of London, Birmingham, Exeter, 

Bristol, and Southampton ）が2018年に追加的に参加

構成

AI倫理ガイドラインの作成
• 2019年6月、「Understanding artificial intelligence 

ethics and safety（AIの倫理と安全性の理解）」を発行
• 2019年12月、英国の情報局（「ICO」）と共同に「AIの意思決
定における説明可能性ガイダンス」草案を発行
 2017年7月、AI戦略報告書「英国におけるAI産業の成長」の「説
明可能AIガイドラインを作成する」という提言に応じている

 ガイダンスでは、ⅰ従うべき主要な原則、ⅱ各種AIアルゴリズム
に関連するものを含むAIの意思決定を説明する際に取るべき手
順、ⅲ組織が実施することを検討すべきポリシーと手順を定める
予定

出所：Alan Turing HPによりデロイト作成166
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AI技術開発関連研究プロジェクト

【技術開発】
アラン・チューリング研究所で行っているAI倫理技術開発は、 RobustnessとDignity

に関する「医療領域の安全なAI」の研究プロジェクトを行っている

プロジェクト名 研究内容 主な開発者
フェー
ズ

目標
関連する
倫理要素

Innovation to deployment: 

Machine learning systems 

design

（実装の革新：機械学習シス
テムの設計）

研究テーマ
• データが意思決定にどのように影響しているかをよりよく監視し、必
要に応じて是正措置を講じることを研究するプロジェクト

研究目的

• 本プロジェクトは保守可能で解釈可能なAlシステムのための一連の
ツールの開発とテクニカルなソリューションを開発する

N/A N/A N/A Explainablity

Neural networks with natural 

language explanations

(自然言語の説明を含むニュー
ラルネットワーク)

研究テーマ
• 本プロジェクトは、人間が読める説明をネットワークトレーニングプロ
セスと出力テストプロセスの両方に組み込むことにより、ニューラル
ネットワークの解釈可能性と説明可能性を強化する

研究目的
• 自然言語の説明を使用してパフォーマンスを向上させ、データセット
の統計的バイアスに対抗し、モデルによる決定の説明を提供できる
モデルを作成することを目的とする

Professor 

Thomas 

Lukasiewicz
University of Oxford

(Turing Fellow)

N/A N/A Explainability 

Safe AI for surgical 

assistance

(手術を支援する安全なAI)

研究テーマ
• 手術室の自律型ロボットによる手術支援の分野に基づいて、アルゴ
リズムモデルとポリシーの堅牢性に対処する方法を開発する

研究成果
• 仕様やアクティビティモデルをインタラクティブに学習することを目的
とした一連のソフトウェアツール。これらは、安全性など、動作特性
が保証されたアクションのポリシーを合成するために使用され、新し
い入力下での動作を検証し、敵対的な入力に対する頑健性を確保
する

• このツール群は、医者の手術室で手術助手として配備される自律ロ
ボットのコンテキストで開発される

Dr Subramanian 

Ramamoorthy
University of 

Edinburgh

(Turing Fellow)

N/A N/A
Robustness, 

Dignity

167 出所：Alan Turing Research Projects
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AI技術開発関連研究プロジェクト

【技術開発】
Traceabilityに関して、AIの精度を保つため情報やデータが記録・追跡できる技術開
発が行われている

プロジェクト名 研究内容 主な開発者
フェー
ズ

目標
関連する倫理

要素

Measurement theory for 

data science and AI

(データサイエンスとAIの測
定理論)

研究テーマ
• 心理学のスキル評価の手法を採用して、データサイエンス
とAIの基本的なアルゴリズム能力をモデル化し、説明する

研究成果
• 本プロジェクトの重要な目的は、測定スケールの重要性、
および特定のスケールが許容される操作と統計をどのよう
に関連付けているかについて、データサイエンスおよびAI

コミュニティで認識を高めることとなる。
• AIの重要な機能とスキルは、プライバシー、公平性、差別
の防止に関連する目的として、AIアルゴリズムが正しい理
由で意思決定を行い、法律の範囲内で動作することを確
認する。

Professor 

Peter Flach
University of Bristol

Turing Fellow

N/A N/A Traceability

Developing methods that 

can be used to better 

understand uncertainty in 

individual-level models of 

cities

(個人レベルモデルの不確
実性の理解を高める方法
の開発)

研究テーマ及び目的
• 本プロジェクトは、個人レベルのモデルの不確実性をより
よく理解する目的を抱え、利用できる方法を開発する。具
体的には、アンサンブルモデリングと個々のレベルのモデ
ルで使用する関連エミュレータの2つの関連分野を探索す
る

Professor 

Nick Malleson
University of Leeds

(Turing Fellow)

Dr Jonathan Ward
King's College London

Turing Fellow

Professor Alison 

Heppenstall
University of Leeds.

Turing Fellow

N/A N/A Robustness

168 出所：Alan Turing Research Projects
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法制度におけるAI倫理に関する条項

【法制度】
主にデータの取り扱いにおいてFairness、Accountability、Transparencyと
Traceabilityに関する法律がある

倫理要素 共通領域

Fairness • 分析または自動化された意思決定は、「平等法」で定義されている差別にならないこと
• 「平等法」には、公共部門の平等義務が含まれており、組織は差別を撤廃し、平等の推進を支援することを定めている。これはアルゴリズム
にも適応するため、平等法に遵守しアルゴリズムによる社会的差別を解消するべき。

平等法 (Equality Act 2010)

Accountability • データに関わる著作権:データとソフ
トウェアの利用の際は、「著作権規
制」の著作権関連法律を遵守すべき

著作権規制 Copyright and Rights in 

Databases Regulations 1997

• データに関わる知的財産:データとソ
フトウェアの利用の際は、知的財産
法の著作権関連法律を遵守すべき

知的財産法
(Intellectual Property Act 2014)

Transparency • 研究および統計目的での公開統計データへのアクセス、使用、共有あるいは作成する際、統計の「実践規範」に従い、レビューができるよ
うな開発プロセスを進める必要がある

実践規範
(Code of Practice for Statistics)

• GDPRの説明責任規定(Article 5(2) of the GDPR 

(the accountability principle))に従い具体的なデー
タ保護の対策を講じていることを証明できる

• AI提供側が、法律規範に従いデータの説明責任を果
たすべき

General Data Protection Regulation (GDPR)

Traceability • GDPR(Article 30 on keeping records of processing activities)により、データ処理活動の記録の保持に関する対策を講じることを証明で
きる

General Data Protection Regulation (GDPR)

169
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法制度におけるAI倫理に関する条項

【法制度】
データ利用に関しては英国のPrivacy関連法規制に遵守する他、 EUのGDPRを遵
守する必要がある

Privacy

• 個人データを使
用している場合
は、データ保護
法2018（DPA 

2018）の原則を
遵守し、プライ
バシーを保護す
る必要がある

データ保護法
2018

Data Protection 

Act 2018 (DPA)

倫理要素 共通領域

• 個人データを使用している
場合は、EU一般データ保護
規則（GDPR）の原則を遵守
し、プライバシーを保護する
必要がある

• GDPRにおける設計段階の
データ保護の対策や、
DPIA(Data Processing 

Impact Assessment)という
プライバシーリスクを識別す
るための重要なツールを利
用する必要がある

• データの最小化: GDPRの
規定(Article 5(1)(c) of the 

GDPR)の「個人データは適
切で、関連性があり、処理さ
れる目的に関して必要なも
のに限定されるべきである」
に従い、望ましい結果を達
成するために必要最小限の
データを使用する

General Data Protection 

Regulation 

(GDPR)

• データの共有と
再利用:データ
の共有はデジタ
ルエコノミー法
(Part 5 of the 

Digital 

Economy Act)

に遵守すべき

デジタルエコノ
ミー法

Digital Economy 

Act

• データの共有と
再利用:データ
の共有は情報
コミッショナーの
データ共有に関
する実践規範
( Information 

Commissioner’

s Code of 

Practice for 

Data Sharing )

に遵守すべき

コミッショナーの
データ共有に関
する実践規範

Information 
Commissioner’s 
Code of Practice 
for Data Sharing

• データを利用す
る際、「情報の
自由の要求」の
公的機関が保
有する情報へ
の公開「アクセ
ス権」の規制に
遵守すべき

情報の自由の要
求

Freedom of 

Information Act 

2000

• 公共部門の任
務に関連する
データの再利用
は、「公共部門
情報再利用規
制」に遵守し、
利用目的以外
に使わない（不
正利用の禁止）

公共部門情報再
利用規制

Re-use of Public 
Sector 

Information 
Regulations 2015

個別領域
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ISO/IECの制度検討状況
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ISO/IEC JTC 1/SC 42 Artificial Intelligence

ISO/IEC SC42はAIエコシステムの標準化を推進する国際組織であり、
1JWG(Joint working group), 5WG体制で活動を行っている

• AIの分野での標準化を担当する国際標準委員会で
あり、国際標準開発機関（SDO）であるISOとIECの
合同委員会として設立された

• 現在のプログラム活動には、基本的なAI標準、ビッ
グデータ、AI trustworthiness、ユースケース、アプ
リケーション、AIのガバナンスへの影響、AIの計算ア
プローチ、倫理的および社会的懸念の分野での標
準化が含まれる

2017年10月
(32nd ISO/IEC JTC 1 Plenary in Vladivostok, 

Russia, Resolution 12）
創立

概要 現在の
組織構成

1JWG(Joint working group), 5 WG体制で
活動

Chairperson (2021迄): Wael William Diab（米）

• JWG1(w/ SC40): Governance implications of AI 

(コンビーナ：Janna Lingenfelder, 独) 

• WG1: Foundational standards (コンビーナ：Paul 

Cotton, カナダ) 

• WG2: Big Data (元JTC 1/WG 9のプロジェクトを継
承) (コンビーナ：Wo Chang, 米)

• WG3: Trustworthiness (コンビーナ：David Filip, 

アイルランド) 

• WG4: Use cases and applications (コンビーナ：丸
山文宏, 富士通研) 

• WG5: Computational approaches and 

characteristics of artificial intelligence systems 

(コンビーナ： Tangli Liu, 中)スコー
プ・役割

• JTC1内のAI標準化の推進役
• JTC1及びIECとISO本体の委員会に対してAI標準
化のガイドを提供

※JTC1(Joint Technical Committee)は情報技術分野の国際標
準化を担う組織

出所:ISO/IEC SC42 HPによりデロイト作成
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WG3 Standard and Project 

WG3はAIシステムの計算アプローチおよび計算特性の分野の標準化を目的
として、五つのプロジェクトを進行している

No プロジェクト名 概要 担当者 所属
担当者
所属国

就任時
期

ステージ

ISO/IEC 

PDTR 24028

情報技術—人工知
能（AI —人工知能
の信頼性の概要

SC 42プログラムにおける、AIシステムとア
プリケーションの信頼性を含むAIドメインの
信頼性領域のハイレベルの概要を提供

Orit Levin ー
United 

States
2018.10

30.60
委員会投票/

コメント期間
の終了
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TR
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人工知能（AI）—
ニューラルネット
ワークの堅牢性の
評価—パート1：概
要

ニューラルネットワークの堅牢性特性を評価
する既存の方法に関する背景を提供する

Arnault
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CEO and R&D 

director at Numalis

France
2018.10

30.20
委員会ドラフ
ト(CD)

研究/投票開
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ISO/IEC

TR 24027

情報技術—人工知
能（AI）— AIシステ
ムとAIによる意思決
定におけるバイアス

不注意によるバイアス関連の脆弱性に対処
し、これらを緩和することを目的として、バイ
アスを評価するための測定技術と方法につ
いて説明する。例えば、システムのデータ収
集、トレーニング、継続的な学習、設計、テス
ト、評価、使用、廃棄を含むAIシステムのライ
フサイクルの各フェーズが対象となる

Adam Leon 

Smith 

CTO of Dragonfly. 

Voting member 

and technical 

editor of IEEE 

Standard for 

Algorithmic Bias 

Considerations

United 

Kingdom
2019.4

10.99
新規プロジェ

クト
承認済み

ISO/IEC

TR 24368

情報技術—人工知
能（AI）—倫理的お
よび社会的懸念の
概要

AIシステムおよびアプリケーションに関連す
る分野の原則、プロセス、および方法を検討
する。
この取り組みは、非技術的な要件と課題を
信頼性技術プロジェクトに結び付けて課題の
解決に貢献する

Mikael 

Hjalmarson

Project Manager of 

Swedish Institute 

for Standards, SIS 
Sweden 2019/4

20.00
作業プログラ
ムに登録され
た新規プロ
ジェクト

ISO/IEC AWI 

23894

情報技術—人工知
能—リスク管理

ISO TC 262リスク管理と連携し、普遍的・一
般的なISO 31000（リスク管理標準）に基づ
いたAIの重要なリスク管理標準の開発を行
う

Peter Duessen
National Standards 

Officer Germany at 

Microsoft
Germany 2018.2

20.00
作業プログラ
ムに登録され
た新規プロ
ジェクト

ステージ

凡例
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WG3のコンビーナDavid Filip氏の紹介

WG3のコンビーナ（担当者）、アイルランド国家標準局に所属するDavid

Filip氏はAI Trustworthiness分野における研究と標準化プロジェクトを遂行

所属機関
• アイルランド国家標準局 (NSAI: National Standards 

Authority of Ireland) Delegate and Expert

• Oasis, XLIFF OMOS TC Convener, Chair

2018 年 4 月-10月

 SG2 Trustworthinessのコンビーナを担当

• SG2の役割：AIシステムが透明性、制御可能性、
検証可能性、堅牢性を通じてTrustworthiness信
頼性を構築する方法の研究を任命された

• 目標：現在のAIシステムの信頼性関連の課題を
発見し、新しい標準化作業項目(Work item)を提
案

• 成果物：AIの信頼性に関する中間報告とAIの堅
牢性に関する最終報告をSC42へ提供

2018 年 10 月～

 WG 3 Trustworthinessのコンビーナを担当（任期：3年間）

• WG3はSG2の後継Working Groupであり、AIの信頼性関連プ
ロジェクトを立ち上げ標準の作成を遂行する

• 役割：
− AIシステムが透明性、制御可能性、検証可能性、堅牢性を
通じてTrustworthiness信頼性を構築する方法の研究

− AI Trustworthinessの標準化プロジェクトの進行

• 目標：現在のAIシステムの信頼性関連の課題を発見し、解決す
るための新しい標準化作業項目(Work item)を提案

ISO/ IECにおける担当
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民間企業等の制度検討状況
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民間の主要なガイドライン類

米国、欧州、英国においては、政府だけでなく企業や業界団体も独自のAI倫理のガ
バナンス整備・活用に取り組んでいる

# 国 主体 分野 発行年月 発行者 ガイドライン類

1 － 業界団体 n/a 2016年9月 Partnership on AI
Tenets
（信条）

2 －
非営利団

体
n/a 2017年1月 Future of Life Institute (FLI)

Asilomar AI Principles
（アシロマAI原則）

3 － 企業 n/a 2018年6月 Google
AI at Google: our principles

（GoogleにおけるAI：私たちの原則）

4 － 企業 n/a 2016年6月 Microsoft
Microsoft AI principles

（MicrosoftのAIの基本原則）

5 米国 業界団体 n/a
2017年10

月
米国情報技術工業協議会（ITI）

AI Policy Principles
（AI政策原則）

6 米国 業界団体 n/a 2019年9月 米国商工会議所
Artificial Intelligence Principles

（AI原則）

7 米国 業界団体 医療 2018年6月 米国医師会（AMA）
Augmented Intelligence in Health Care H-480.940

（医療における拡張知能）

8 EU 業界団体 n/a
2018年11

月
DIGITALEUROPE

Recommendations on Artificial Intelligence Policy
（AI政策に関する提言）

9 英国 学術
ロボティ
クス

2011年4月
英国工学・物理科学研究会議

（EPSRC）
Principles of robotics
（ロボティクス原則）

10 英国 企業 n/a 2017年6月 Sage

The Ethics of Code: Developing AI for Business with Five Core 

Principles
（コードの倫理：ビジネスのためのAI開発における5つの基本原則）

11 英国 業界団体 医療 2018年9月 王立内科医協会
Artificial intelligence (AI) in health

（医療におけるAI）

12 英国
シンクタン

ク
医療 2018年4月 Future Advocacy

Ethical, social and political challenges of artificial intelligence in 

health
（医療におけるAIに係る倫理、社会、政治の課題）

出所：各ガイドライン類公開資料
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各機関のAIガイドライン

【参考】民間企業・機関のAI倫理ガイドライン類の概要

「アシロマAI原則」はAIの研究課題、倫理と価値観、長期的な課題の３領域を含むガイドラインで
あり、人間にとって有益なＡＩを実現するため、安全、透明性、責任、価値の実装、プライバシー、
人間による制御など23の原則を提示
AIの研究開発に関する原則が多くを占めるが、法的な意思決定に関与するAIの説明可能性の
確保、AIがパーソナルデータを利用する際の個人のプライバシーと自由の尊重、ＡＩにより生み
出される経済的便益の人類による共有などAIの利活用に関する原則も盛り込まれている

AI技術のベストプラクティスを研究し、AIに関する公衆の理解を向上させ、AI及びその社会的影
響に関する議論と関与のためのオープンなプラットフォームとして設立
AIの研究・技術について、プライバシーとセキュリティの保護、当事者の利益の理解・尊重、社会
的責任、頑健性・堅牢性の確保、人権の尊重、説明可能性などを内容とする「信条」（Tenets）を
公表

フューチャーオブラ
イフインスティ
テュート

Tenets
（信条）

Asilomar AI 

Principles
（アシロマAI原
則）

ガイドライン類 作成機関 概要

Microsoft の AI の基本原則である。信頼できる AI を設計するためには、重要で時を超えた価値に深く結
びつけるために倫理原則が反映されたソリューションを作ると宣言しており、公平性、インクルーシブ、信
頼性と安全性、透明性、プライバシーとセキュリティ、説明責任の倫理原則に関して規定

Microsoft AI 

principles
（MicrosoftのAI
の基本原則）

GoogleにおけるAIに関する取り組みへの原則として発表した。スンダー・ピチャイCEOは「AIのリーダー
として、われわれはAIの正しい扱いについて大きな責任を感じている。（中略）この原則は単なる理論的コ
ンセプトではなく、われわれの研究開発および製品開発の方針を支配し、意思決定に影響を与える具体
的な基準だ」と述べている。

AI at Google: 

our principles
（Googleにおけ
るAI：私たちの
原則）

1

2

3

4

※文中の番号は前頁のガイドライン類の番号を指す
出所：各ガイドライン類公開資料
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各機関のAIガイドライン

【参考】民間企業・機関のAI倫理ガイドライン類の概要

人工知能（AI）に対する欧州の政策アプローチの主な側面として、長期的に考慮すべき
戦略と素早く実施すべき施策の両方を掲げている。
AIの活用事例を用いながら、欧州産業の発展とデジタル化におけるAIの役割について
論じた上で、倫理、責任、スキル、投資等の重要な論点と扱っている。

産業界の責任に関する原則として、責任ある設計及び実装、安全と制御可能性、頑健
で代表性のあるデータ、解釈可能性、自律性に応じたＡＩシステムに関する責任を明確
化し、政府の役割に関する原則、官民協働に関する原則も掲げる。
※IBM, Microsoft, Google, Amazon, Facebook Apple等米国の主要ＩＣＴ企業のほか、キヤノ
ン、富士通、パナソニック、トヨタ、東芝等日系企業も参加

AI Policy 

Principles
（AI政策原則）

Recommendatio

ns on Artificial 

Intelligence 

Policy
（AI政策に関する
提言）

米国情報技術工業協議会

AI分野における過剰・閉鎖的な規制を回避するために、連邦・各州政府に向けた
Artificial Intelligence Principlesを発行、下記の10の原則を規定している。
• AIの使用・規制における情報透明性を担保
• AIの活用と既存のルール・規制との整合性を担保
• 厳格な規制ではなく、リスク評価・管理によりガバナンスを維持
• 当該分野における官民による投資を促す優遇制度を構築
• 労働者におけるAIリテラシーを向上
• 可能な限りAIの判断精度を高める政府データを公開
• データ公開と顧客保護のバランスを担保
• AIに係る民間企業の知的財産権利を尊重・保護
• クロースボーダーのデータフローを阻害しないよう配慮
• 国際レベルのAI関連規格策定を促進
※OECDの「Recommendations on AI 」を指示すると言及している。

Artificial 

Intelligence 

Principles
（AI原則）

米国商工会議所

5

6

8

※文中の番号は前頁のガイドライン類の番号を指す
出所：各ガイドライン類公開資料

ガイドライン類 作成機関 概要
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Google, IBMのAI倫理技術開発の状況

Google, IBM等のテクノロジー企業はAI開発者向けにExplainability, Fairness, 

Robustnessの対応を支援するオープンキットを提供

企業名

• 2019年11月、Googleの新しいサービス「Explainable AI」がリリース
• 学習済みの予測モデルを用いて、予測結果が入力データのどの要素
によって影響を受けているかを選別し、影響度合いを測定できる

倫理要素

Explainability

• 2019年8月、IBMにより「AI Explainability 360」ツールキットがリリース
• 最新のアルゴリズムと説明可能性の指標を含むオープンソースツール
キットであり、AIがどのように意思決定を行っているかを可視化すること
ができる

Explainability

Fairness

• 2018年9月、 IBMにより「AI Fairness 360」ツールキットがリリース
• AI モデル・ビルダーを使用してモデル内に潜む不要なバイアスを識別、
調査、軽減できる、データ・サイエンティスト向けのリッチなオープンソー
ス・ライブラリーである

• 2018年4月、 IBMにより「Adversarial Robustness 360」 ツールボック
スがリリース

• 敵対的な機械学習のためのオープンソースライブラリであり、敵の攻撃
に対してAIモデルを防御および検証するためのツールを研究者と開発
者へ提供

Robustness

技術開発の内容

再掲
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2．調査結果

(1) AIガバナンスに関する国際動向

(2) 各国・機関別の動向（詳細）

(3) 検討会の概要

180
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令和1年度AIガバナンスの国際動向に関する検討会概要

各国のAIガバナンス状況を踏まえて、AIの適切なガバナンスの在り方について、具体
的な制度設計に向けた方向性を検討

 日時：令和元年2月25日（火）12:30～14:30

 場所：経済産業省本館７階 製造局第７会議室
 議事次第
 事務局紹介開会
 AIガバナンスの国際動向について

① 各国のAI倫理要素に関して
② ガバナンスの実装に関して
③ 統括

 検討会参加委員

委員名 概要

江間 有沙 東京大学 未来ビジョン研究センター 特任講師 （座長）

落合 孝文 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 パートナー

後藤 大 晴海パートナーズ法律事務所 パートナー

武田 英明 国立情報学研究所情報学プリンシプル研究系 教授

中川 裕志 理化学研究所・革新知能統合研究センター グループディレクター

山本 龍彦 慶應義塾大学大学院法務研究科 教授

（欠席）
杉村 領一

国立研究開発法人産業技術総合研究所 上席イノベーションコーディネーター



© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.182

議事

各国のAIガバナンス状況を踏まえて、AIの適切なガバナンスの在り方について示唆
および今後の検討論点を得た

1. 開会
2. AIガバナンスの国際動向について

【倫理要素と各国の方針に関して】

• 本調査（報告書）のスコープとして、①AIだけではなくデータに係る倫理要素をどこまで含めるのか、②AIの開発に先行する企業（GAFA

等）の動きも含めるのか、③米国において特に著名な州の動きにも注目するのかを検討する必要があるのはないか。

• AI倫理のルール作りにおいては、B2CとB2Bを分けた検討も有用かもしれない。日本ではB2Bの側面がより重要になっているようにも思
われる。

• AIの影響を受ける利害関係者の範囲に関して、不法行為（契約関係にある当事者以外の特定の第三者に対しても問題が起こり得ること）
及び公共の福祉（不特定の第三者に対しても問題が起こり得ること）等を含めると、非常に広くなる可能性がある。

• 欧州では、（日本の自賠責保険・任意保険の仕組みの様に）拠出金をプールし、権利侵害が発生したときにその資金で損失補填する仕組
みが検討されている。

• AI自身が自律的に著作物を作ることが技術的に可能になっている。その場合、AIが作成した著作物の権利は、本質的に誰に帰属させる
べきか検討する必要がある。現状では、AI自体の所有権に関する議論のみが進んでいる印象がある。国際機関等での議論も参考にする
と、AIが生成した著作物の権利関係も議論されており、AI自身には著作権を与えないと言った整理の仕方も考えられる。

• ユーザーのフィードバックを得て追加学習をするAIに関して、ユーザーによる追加データが原因で障害が発生した場合の責任の所在が明
確化されていない。

• 各国制度の背景として、AI倫理要素の規定の背景となる憲法、国家主義、文化の整理、より大きな戦略やビジョン等（例えば、EU

Whitepaper、中国製造2025等）、AI利用に係る社会的事件の整理（各国社会が重視している倫理要素が分かりやすくなるため）を含めて
捉えられると良い。

• AI倫理ガイドライン等の策定プロセスに関して、①誰が作成主体であるのか、②策定に係る委員会の構成、③国の原則やガイドラインの
相互関係性、を整理した方が良い。

• 個別の倫理要素の「Fairness」に関して、認知バイアスの種類は数多くあり、限定的な一部のみしか議論されていない。認知バイアス自体
は、従来人間が持っているものであるため、全てのバイアスを悪いものとして除くという考えは誤りである。
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議事

各国のAIガバナンス状況を踏まえて、AIの適切なガバナンスの在り方について示唆
および今後の検討論点を得た

【ガバナンスの実装に関して】

• 産業分野別のガバナンスを検討する場合、分野毎の法律や商習慣、特有の規制等に準拠して検討する必要があるが、個別にルールが
ない場合はセルフアセスメントの仕組みを用意することも必要である。

• すべてのAIのケースに対して一律にリスク対応を要求するのではなく、リスクアセスメントを行ってリスクの高いケースにフォーカスするとい
う潮流がある。また、企業向けのチェックリストが作成されても、企業が積極的に活用するためのインセンティブの仕掛けが重要となる。加
えて、インシデント対応を通じてチェックリストにフィードバックし、知見を蓄積していく体制を作ることが重要。経営者はリスク対応の考え方
について困っている状態であり、政府の動きを待っている。逆にいうと政策で主導するチャンスとも捉えられる。

• 「政府がどこまで関与するか」という視点では、政府は「法律に必要な要項を全て書き、企業は書いていることだけ対応すればいい（＝そ
れ以上はすべきでない）という考え方」と「政府はあくまでガイドライン等で原則だけを示し、具体的な実施方法は企業が積極的に取り組む
べき」という考え方がある。つまり、AIに関する一般法の必要性についての議論である。

• 標準化で求める水準として、安全設計の関係者等は、リスクをゼロにするスタンスを持つケースがあるが、AIにおいては極めて難しい。標
準化を厳しくしすぎることで、国のAIの競争力を阻害する恐れがある。

• 第三者による監査・審査を行う場合は、監査・審査を受ける企業の機密情報の取扱いやセキュリティに留意して実行可能性を検討する必
要がある。

• AIの認証プログラムを作成するのであれば、その認証プログラムが、国際的に認知されていたり政府調達の仕組み等と結びついていたり
するなどのインセンティブ設計が重要になってくる。

• ガイドラインを作ったとしても執行するためには法的な根拠が必要となるために、位置づけなどについてほかの国の事例も調査する必要
がある。

• 一般的に、先進国ではガイドラインに基づく業務執行について法的根拠が必要となる。AI分野で一般的に強い調査・執行権限を持ってい
るということであれば貴重な事例になると思うので、よく調べていただきたい。特に、英国の組織的位置づけ（専門家の数や執行力等）に
ついて詳細を調べて欲しい。特に執行権限（監視含む）について法的に担保されているか否か、あるいはイノベーション促進の観点を重視
する推進部署なのか、を明確にすべき。
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議事

各国のAIガバナンス状況を踏まえて、AIの適切なガバナンスの在り方について示唆
および今後の検討論点を得た

• ガバナンスの仕組みは、①AIサービスのリリース前、②AIサービスのリリース後、③インシデント対応とケース分けして、検討することがで
きるのではないか。

• リリース前： AIサービスを提供する企業がガイドライン等の原則を元にリスク対応を検討する。

• リリース後：AIサービスを提供する企業によるリスク対応の運用状況を、リリースを踏まえて定期的にモニタリングする。

• インシデント対応：事故発生時に調査委員会をスムーズに立ち上げ、必要な法制度の改正も含めて改善策を検討する。

• AIに係るリスクは外部からは把握が困難であることが考えられるため、内部通報者保護制度を推進することも重要と考えられる。


