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François Candelon, Rodolphe Charme di Carlo, Steven Mills

なぜAIにはソーシャルライセンスが必要か
―「責任あるAI」の原則を超えて

企業がAIを大規模に活用したいのであれば、「責任あるAI」を開発するための技術的なガイド
ラインを遵守するだけでは十分ではない。AI技術を展開するには、社会から明確な承認を
得る必要がある。

今から6年前の2016年3月、マイクロソフトはAIを使った実験的なチャットボット、TayTweets（ツイッター
のユーザー名は@TayandYou）を発表した。Tayは“Thinking about you”の頭文字をとっており、インターネッ
ト上の米国の19歳女性という設定で、「デジタル・ジャイアント」のマイクロソフトが、AIが人間との対話を通
して学んでいく学習速度を見せようとしたものだった。「落ち着きのないAI」という説明にふさわしく、Tayは
まずユーザーに生意気な返信をしたり、写真をミームに変えたりした。しかし、いくつかの話題には制限が掛け
られていた。マイクロソフトはTayが「ブラック・ライブズ・マター」などの社会問題にコメントしないよう訓
練していたのだ。
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ほどなくして、一部のユーザーが、Tayに向けてホロコーストやゲーマーゲートなど物議をかもす問題に関す
るツイートを連発するようになった。彼らはチャットボットのリピート機能を利用し、Tayが人種差別や性的な
表現で返信するよう仕向けた。マイクロソフトはTayが、スラングを集めたオンライン辞書「アーバンディク
ショナリー」を読み込んでから冒涜的な言葉を使い始めた IBMのAI「ワトソン」と似たような反応をしているこ
とに気づき、最初につぶやかれた扇動的なツイートをすぐに削除した。結局、16時間足らずで10万件以上のツ
イートがされた後、Tayを停止させた。同社はアルゴリズム開発における「責任あるAI（レスポンシブルAI）」の
原則を支持し、先駆けてこれに取り組んできたが、Tayは広報上の大失敗となった。そして批評家たちは、この
問題について 「AIとして最悪の状態に思えるが、これは序の口だ」と不吉な見方をしたのだった。

その2年前、アマゾンは、応募書類を審査して求職者を5段階で評価できるAIアルゴリズムをひっそりと開発
していた。その目的は、受け取った膨大な数の履歴書を選別し、もっとも有望な候補者を特定することだった。
同社は、地域別に各職務への応募者を分析する500のモデルを作成し、過去に受け取った応募書類や履歴書に登
場した5万以上の用語を認識するようアルゴリズムに教え込んだ。このプロセスにより、AIは、プログラマーが
知っているコンピューター言語の数など、一般的なスキルは低く評価することを学習した。

しかし、時間が経つにつれ、アマゾンはAIが候補者を中立的に評価しているのではなく、多くの場合に男性を
推薦しているという事実に気がついた。同社は過去10年以上にわたって提出された応募書類をもとにアルゴリ
ズムを学習させたが、その応募者のほとんどが男性だったのである。そのため、AIは男性の応募者が好ましいと
学習したのだった。また、「女子大」「女子金メダリスト」などのように、「女子、女性」という言葉が含まれる履
歴書を不利に扱った。AI開発チームは性別の偏りをなくすようプログラムを編集したが、アルゴリズムが女性
を差別する他の方法を見つけ出さないとは言い切れない。アマゾンはAIの課題解決に取り組む非営利団体パー
トナーシップ・オン・AIに参加しており、公正でインクルーシブ（包括的）なアルゴリズムを構築したつもり
だったが、2016年までに実験を打ち切らざるを得なかった。

2020年1月、「クリアビューAI」が突如として脚光を浴びることになった。同社はAI顔認識サービスを提供す
る知名度の低い米国企業で、米紙『ニューヨーク・タイムズ』が 「謎の企業がプライバシーを破壊する（The 
Secretive Company That Might End Privacy as We Know It）」と題した暴露記事を掲載するまで、人々の目を
かいくぐっていた。同社は、企業や警察、大学、個人にソフトウエアを提供しており、そのアルゴリズムは、イ
ンターネット上でかき集めた30億枚以上の画像のデータベースと人間の顔とを照合するものであることが判明
した。

それを皮切りに、政府や警察によるAI顔認識の利用について、世界的に激しい議論が交わされるようになっ
た。同社が提供する顔認識AIアプリ「クリアビュー」は、インターネットやソーシャルメディアのウェブサイト
をマイニングしてデータベースを作成していたため、ほとんどの人が禁止を求めた。2020年1月、ツイッターは
同社に停止・削除命令書を送り、ユーチューブとフェイスブックもそれに続いた。同社は2020年3月に新型コロ
ナウイルスのパンデミックが発生すると、自社の技術をコンタクト・トレーシング（接触者追跡）用に売り込み、
信用を回復して社会の理解を得ようと奔走した。クリアビューは、設計通りに作動すればパンデミックにも有
効だったはずだが、データ収集のやり方が社会的な大炎上を招き、世界的な危機のさなかでサービスを展開する
ことができなかった。

――――――
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AIは、今日のビジネスを席巻するデジタルトランスフォーメーションを牽引しているにもかかわらず、同時
に、誰もが本質的な議論を避けようとする厄介な問題になりつつある。企業は、パンデミックを受けて曖昧で複
雑、かつ不確実で不安定となった未来に対処しようと、AIに目を向けている。AIは自動化を可能にするだけで
なく、企業における将来予測や、データに基づくインサイトの提供による意思決定の改善、複雑なシナリオの作
成による不測の事態への備えを支援する。リーダー企業がAI活用の拡大展開を模索している今、AIが状況を一
変させない業界などないに等しい。しかし、企業はAIを活用し始めるにあたり、基礎的な課題に直面している。

私たちの研究で明らかになったのは、その課題が技術的なものではないということだ。課題は、人間の側にあ
る。人類には、おそらく「筆記は忘却をもたらし、記憶を弱める」と警告したソクラテス（紀元前470～399年）
の時代までさかのぼる科学技術恐怖症の歴史があり、人間は自分と同じように行動したり、自分の意思決定スキ
ルを模倣したりする技術を見ると心配になってしまうのだ。また、多くの映画が暗示するように、私たちの不安や
疑念は、AIが開発者の予想を超えた進化を遂げ、管理を逃れ、人類を根絶やしにするのではないか、あるいは、
一部の人間が悪用目的でAIを開発するのではないか、という考えから生じている。テスラとスペースXの創業
者であるイーロン・マスク氏は4年前のサウス・バイ・サウスウエストの会議で、「よく聞いてほしい。AIは核
兵器よりはるかに危険だ。私は実際に最先端のAI研究に接しているが、恐怖を感じている」と、その不安を認め
ている。

AIの活用は恐怖と同じくらい多くの希望も生み出すが、それゆえに、ビジネスに対して難問を突きつける。
多くの企業はすでに「責任あるAI」の原則に従って技術を開発してはいるものの、それで十分だと思い込んでい
ることが、この問題をさらに深刻にしている。「責任あるAI」とは、それを忠実に守れば、善のために働くAIシ
ステムを企業が開発できるようになる枠組みである。それはアルゴリズムの公正さや偏見の次元を超えて、AI
テクノロジーが安全やプライバシー、社会に及ぼし得る影響を見きわめるものだ。しかし、「責任あるAI」の原
則に従うだけでは、AIが社会的に受け入れられる結果だけを出すことを確約はできない。たとえば、ジョージタ
ウン大学安全保障・先端技術研究センター（CSET）とパートナーシップ・オン・AIが最近発表した研究では、
公に報告されている事例として、わずか3年間で1,200件もの失敗例が記録されている1。

マイクロソフトやグーグルといった大手デジタル企業のCEOは、政府に対してAIを規制するよう求めている。
政策立案者がその難題に取り組んだとしても、信頼できるAIの開発は、各企業とアルゴリズムを構築する科学
者次第であることに変わりはない。その結果、AIが引き起こす負の結果や不測の事態を防ぐための取り組みは、
企業や事業、部署によっても異なり、理想とは程遠いものになっている。企業がAIを大規模に活用したいので
あれば、AI開発における責任のさらに先を考えなければならない。つまり、AI技術を展開するには、社会から明
確な承認を得る必要がある。言い換えれば、企業は「AIのソーシャルライセンス（社会的営業免許）」を取得する
ほかないのだ。

1　Sean McGregor, “When AI Systems Fail: Introducing the AI Incident Database,” November 2020 (https://www.partnershiponai.org/aiincid)

人間は自分と同じように行動したり、意思決定スキルを模倣したりする
技術を見ると、心配になってしまうのだ。

https://www.bcg.com/capabilities/digital-technology-data/digital-transformation/overview
https://www.bcg.com/capabilities/digital-technology-data/artificial-intelligence
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事業運営のためのソーシャルライセンスを定義する
AIについて理性的な立場をとる人々の懸念は、アルゴリズムが所得や性別、人種、地域的な偏見を慣行化して

しまうという問題から、プライバシーや政治的問題に至るまで、多岐にわたる。そのため、企業はAIの利用に関
して有する「法的権利」と、必ずしも有していない「社会的権利」の間にある大きな隔たり、つまり、ビジネスが
「できること」と「すべきこと」との折り合いをつけるのに苦労している。

従来のテクノロジーと同様、AIは便益をもたらすと同時にコストも発生させる。企業がこのテクノロジーを
どのように適用するかによって、便益がコストを上回るかどうかが決まるのだ。企業は不安を小さくするため
に、確実に便益を最大化し、コストを最小に抑える必要がある。複数の調査で、ほとんどの人がAIには監視の目
があるべきで、企業はAIを利用する際に厳格な行動規範に従うべきだと考えていることが分かっている。2018年
には、オックスフォード大学AIガバナンスセンターが、調査回答者の82％がAIは慎重に管理されるべきだと考
えていると明らかにした2。

AIに、厳しい規制が迫っている。2021年5月、欧州連合（EU）はAIの利用に関するルールを提案した。EUの
データプライバシー規制「一般データ保護規則（GDPR）」が2018年5月に施行されてから世界的なプライバシー
基準となったように、このルールも事実上の世界基準となることをEUは期待している。同じころ、米国連邦取
引委員会（FTC）は、差別をもたらすアルゴリズムの使用はFTC法が禁止する「不公正または欺瞞的慣行」に該
当することを明確にした、まれに見る指針を発表した。また、アルゴリズムの学習データを誤解を招くような方
法で収集することを控えるよう、企業に警告を発した。「（企業が）責任を果たさないのであれば、FTCが責任を
とらせる」と、強くくぎを刺している。

「責任あるAI」とは、主にAIの技術的な失敗を管理するための方法論を指すが、その目的を果たすには不十分
であることが明らかになりつつある。BCGが本稿以外でも論じてきた通り、「責任あるAI」の原則は、人間の共
感や創造力、配慮を組み込んだAIを開発し、AIが社会の大義のために働くようにすることを必要とする。その
第一歩は、組織のあらゆる階層、およびアルゴリズムのライフサイクルのあらゆる段階に、アカウンタビリティー
を埋め込むことから始まる。人間による統制をきかせることが、「責任あるAI」の要だ。人間が適切なタイミン
グで介入できない場合に、AIの失敗がはらむリスクは最大となる。また、安全性、セキュリティー、公平性を保
ちつつ、ビジネスパフォーマンスを調整することも求められる。

マイクロソフトやグーグルなどのテクノロジー企業、AI倫理を研究する研究機関やシンクタンク、コンサル
ティング会社など、いくつかのステークホルダーが、企業が責任を持ってAIを開発するための方法を提案して
いる。残念ながら、これまでに発表されてきた数々の原則は問題を混乱させる傾向にある。それは特に、「責任
あるAI」を構成する要素について、認識に大きなばらつきがあるためだ。また、企業にとって、「責任あるAI」の
原則と企業が取るべき行動とのギャップを埋める方法を見出すのも困難だ。『MITスローン・マネジメント・レ

2　 Baobao Zhang and Allan Dafoe, “Artificial Intelligence: American Attitudes and Trends,” Center for the Governance of AI, Future of Humanity 
Institute, University of Oxford, 2018.

人間が適切なタイミングで介入できない場合に、AIの失敗がはらむ
リスクは最大となる。

https://www.bcg.com/ja-jp/capabilities/digital-technology-data/overview
https://www.bcg.com/publications/2020/six-steps-for-socially-responsible-artificial-intelligence
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ビュー』の最近の論考では、次のように指摘されている。「しかし、『責任あるAI』の根本的な原則について幅広
い合意があったとしても、それを効果的に実践する方法は依然として不透明である。組織によってその導入状
況はさまざまで、内部の組織構造も異なっており、自社が責任を負うための適切なガバナンスの枠組みをまだ検
討しきれていない場合も多い」

また、「責任あるAI」とは、主として技術起点の問題解決アプローチを意味する。科学者たちは通常、AIに善
良さと公平性を組み込むという技術的な課題に焦点を当てているが、論理的に考えれば、すべての人間が善良で
公平でない限りそれを達成することは不可能だ。さらに言えば、ある問題に対するAIの対応が倫理的かどうか
の答えは、たいてい「場合による」。それは、古典的なトロッコ問題 3のようなもので、制御不能になったトロッ
コが走る線路上にいる5人を、何もしないで死なせてしまうか、トロッコの進路を切り替えて別の線路上の1人を
死なせるか、どちらの選択肢が良いかは明らかではない。

必要なのは、AIに対して、普遍的で人間に焦点を当てたアプローチを採用することだ。先に引用した『MIT
スローン・マネジメント・レビュー』の論考には、「インタビューの回答者たちは、AIの理想的な将来像はどの
ようなものかと問われ、リスクに反応するアプローチよりも、リスクを事前に予測するアプローチの方を好ん
だ。それを実現するために、組織は標準プロセス、コミュニケーション、透明性を必要としている」とある。こ
れこそ、「AIのソーシャルライセンス」という概念が適切だと私たちが考える理由だ。

「ソーシャルライセンス」という言葉は、鉱業、林業、漁業、エネルギーの分野でよく見られる。環境に影響を
及ぼすプロジェクトが地域社会の承認を得ていることを示すために作られたこの言葉は、比喩から始まった。
カナダの鉱山会社プラサー・ドームの幹部、Jim Cooney氏が1997年、世界銀行の会合で初めてこの言葉を使っ
たと言われている。同社にはかつて、所有するフィリピンの金鉱山の尾鉱ダムが崩壊し、有毒な泥を流出させて
村を埋めた経緯がある。Cooney氏は、鉱山会社がソーシャルライセンスを失えば、地域も国も躊躇なく鉱山会
社を操業停止にするだろうと指摘したのだ。

そうならないためにも、環境への負荷が高い産業に携わる企業は、プロジェクトに投資する前に、一次的、二
次的な影響を理解する必要がある。用地買収、環境汚染、水の利用など、直接的な影響を管理するための規制は
あるが、それだけでは十分ではない。道路、電気、通信などのインフラ整備に投資し、教育や医療へのアクセス
を改善し、経済活動を促進しなければならない。そうすることで、その企業の存在により地域の人々がさまざま
な形で恩恵を受けられる。そうして初めて、企業は地域社会からプロジェクトを運営するための信用を獲得し、
維持していくことができるのだ。

ソーシャルライセンスは、政府が発行する許可証のようなものではない。それは、「受け入れられていること」
を示す一つのかたちであり、一貫性があり信頼に足る行動や、ステークホルダーとの交流を通じて企業が獲得す
べきものである。したがって、AIのソーシャルライセンスとは、企業が事業を展開する市場において特定の目的
のためにテクノロジーを利用する権利を有するという、「社会における共通の認識」である。企業はソーシャル
ライセンスを自ら付与することはできない。2014年にジョン・モリソン氏が論じたように 4、信頼し続けられる
と証明することで獲得しなければならない。そして、エネルギー企業のシェル（ナイジャーデルタの汚染問題）
やBP（2010年にメキシコ湾で起きたディープウォーター・ホライズンの原油流出事故）が学んだように、事業
を運営するためのソーシャルライセンスを失うことは悲惨な結果を招きかねない。

3　“The Problem of Abortion and the Doctrine of the Double Effect,” Oxford Review, 1967.
4　The Social License: How to Keep Your Organization Legitimate, Palgrave Macmillan.

https://sloanreview.mit.edu/article/putting-responsible-ai-into-practice/
https://www.bcg.com/publications/2020/six-steps-for-socially-responsible-artificial-intelligence
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AIを意思決定に活用するためのソーシャルライセンスを取得するには、企業は従業員、ソフトウエア開発者、
消費者、株主などのステークホルダーと密接に協働し、対話を開始する必要がある。このような双方向の対話に
より、多様なグループからの反応、誘因、立場、異論の表明を促進できる。そうすることで経営陣は、それぞれの
AIアプリケーションとそのアプリケーションを保護する安全策について、ステークホルダーと理解を共有できる。

3つの柱
企業のAI利用は、規制当局の許可や法的義務という法的ライセンス、株主や経営者の要求に基づく経済的ラ

イセンス、そして市民の要求であるソーシャルライセンスを取得できるかどうかにかかっている。それらが取
得できて初めて、AIを持続的に利用することを社会が承認するのだ。私たちの研究によると、AIのソーシャル
ライセンスは、責任、便益、社会契約の3つの柱に基づいている（図表）。

責任
企業がAIの利用について社会的責任を果たすべきならば、AIのアルゴリズムの仕組みの正当性を証明できな

ければならない。それができるようになるには、手始めとして、人々がAIのアルゴリズムは倫理的であるとい
う認識をもつことが必要だ。企業が、可能な限り公正、かつ透明性があると人々に受け止められるようにアルゴ
リズムを設計していれば、社会はそうした意見を持つようになるだろう。

AIが公正だと判断されるのは、その技術を使用して出した結果が、年齢、性別、居住地などの人口統計学的要
因によって、あるいは、経済的、社会的、政治的背景の変化を受けても変わることがない場合だ。たとえば、AI
を使った採用システムを利用する企業は、マシンが出した質問に対して同じ、または類似の回答をした候補者全
員に同等の評価や点数がついたと証明できなければならない。

AI

責任
企業は「責任あるAI」開発の原則を遵守し、

アルゴリズムの仕組みの正当性を証明できなければならない

公平性 透明性

便益アカウンタ
ビリティー

信用
リスク、
マイナス面

3 2

1

便益
企業は、AIを利用することで得ら
れる便益がコストを上回るという
認識をステークホルダーと共有
できなければならない

社会契約
組織は AIの利用に関して、アル
ゴリズムが行うすべての決定に
対する責任を負うことで、ステー
クホルダーからの信用を得なけ
ればならない

図表　AIのソーシャルライセンス 3つの柱

出所：ボストン コンサルティング グループ 分析
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企業は、社会がAIアプリケーションの仕組みと生み出す結果に透明性があると認識できるようにする必要があ
る。オープンソースコミュニティが、開発した最先端のソフトウエアのコードをすべて公開するように、企業もア
ルゴリズムの設計についてできる限りオープンにするべきだろう。さらに経営陣は、因果関係、つまりアルゴリズ
ムが為す意思決定の仕組みとロジックを説明できなければならない。それは容易ではないだろう。たとえば2020年
8月、英国政府が「Aレベル試験」（大学入学資格試験）を受ける予定だった学生の成績を、試験の代わりにAIを用い
たシステムで判定すると決定し、抗議の声が上がった。アルゴリズムがどのように判定を行うのかについて、透明
性を欠いたために起こったことだ。結局、政府は大学入試の際にAIが出した成績は考慮しないよう、国内の大学に
勧告するほかなかった。

人間の判断は必ずしも公正で透明なものではないかもしれない。すべての判断には意識的、無意識的なバイ
アスがかかっている。しかし世の中は、人間がAIを作り、人間が直接、あるいは間接的に生成したデータを与え
ているにもかかわらず、AIが人間に比べて、常により公平でより透明性の高い意思決定を行うことを期待してい
るようだ。トヨタ・リサーチ・インスティテュートのCEO、ギル・プラット氏は、2017年に次のように語って
いる。「昔のエレベーターを覚えていますか。かつては操縦士が乗っていましたが、やがて自動のエレベーター
が広く受け入れられるようになりました。私たちは、保護者に子どもの命を自動運転車に託してほしいと思う
なら、製品の安全性を確保し、自動運転車の性能が人間の運転手よりも格段に優れていることを確かなものにし
なければなりません」 。このように、アルゴリズムによる判断を受け入れる社会の基準は、人間の判断を受け入
れる基準よりも高くなる傾向にある。

同時に、多くの意思決定は、たとえそれが特異な方法でなされたとしても、意思決定者がその根拠を明確に示
すことができれば社会的に受け入れられる。AIアルゴリズムについても、人々がAIにより高い基準を課すとし
ても、同じことが言えるはずだ。たとえば、投資会社に自分の貯蓄を預ける人は、その会社の投資哲学や戦略を
理解しなければならないし、自分のリスク許容度の嗜好をファイナンシャル・アドバイザーに伝えなければな
らない。投資家の目的が達成されるのであれば、顧客の代わりに取引を実行するのが人間のトレーダーであろ
うとAIのアルゴリズムであろうと、問題にならないはずだ。

便益
企業は、AIシステムを使用することで得られる便益が、そのコストよりも大きい、あるいは少なくとも小さく

ないという認識をステークホルダーが共有できるようにしなければならない。AIがもたらす結果の便益とマイ
ナス面を比較すれば、個人、企業、社会それぞれのレベルで、有形無形の価値のトレードオフを判断することが
できる。たとえばヘルスケア業界の場合、便益は健康、利便性、快適性の向上などだ。潜在的なマイナス面は一
般に、セキュリティー、プライバシー、安全性にかかわるものだ。

AIを使ったシステムの中には、その便益を分かりやすく発揮するものがある。たとえば、AIアプリケーショ
ンの「グーグル翻訳」は、100以上の言語間で文章を瞬時に翻訳し、精度を高めていけるという便益がある。結果

企業は、社会がAIアプリケーションの仕組みと生み出す結果に透明性が
あると認識できるようにする必要がある。
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として職を失ったプロの翻訳者や翻訳会社の社員はいるかもしれないが、大きなマイナス面は明らかになって
いない。2020年には、グーグル翻訳は1日に1,000億語以上を翻訳し、5億人のユーザーを誇っている。実際、AI
を使った翻訳の利用は増加しており、調査会社モルドールインテリジェンスの2019年のレポートによると、この
業界は2025年まで年率11％で成長し、市場規模は10億ドルに達するとされている。

ただ、AIがもたらす便益がコストに比べて圧倒的に大きいとは言えない場合もある。そのような場合は、ス
テークホルダーを説得する必要があるだろう。ドイツの配送会社DHLは、2年前にAIを搭載したシステムを導
入した。飛行機に積み込む出荷パレットをそのシステムですべてスキャンし、壊れやすいので上に積むべきパ
レット、下に入れてもいいパレットを判断するのである。当初、AIは人間の判断のノウハウに勝てなかったが、
時間の経過とともに改善していった。AIを利用することで多くのパレットが破損を免れ、従業員の仕事も早く
なり、AIは好意的に受け入れられるようになった。

社会の意見は、必ずしもAIの活用に賛成するとは限らない。企業もそれについては覚悟が必要だ。たとえば、
新型コロナウイルスのパンデミックが始まったとき、医療専門家は、EU域内の全患者データベースを統合して、
治療法を見つけるためのアルゴリズムの開発を急ぐというアイデアを提案した。しかし政策立案者や専門家に
とって、患者のプライバシーを侵害し、企業が機密かつ重要な健康関連データへアクセスすることを可能にする
コスト（リスク）よりも、より迅速に解決策を見つける便益の方が大きいかどうかは、すぐには分からなかった。
そして、この話はそこで終わった。

社会契約
最後に、AIを開発しようとする企業はその使用方法だけでなく、アルゴリズムに与えるリアルタイムのデー

タの取得や分析についても信頼できること、そしてAIシステムによる意思決定に責任を持つことについて、社
会の承認を得る必要がある。特に、AIが人間の監督から独立して作動し、人々の生活に影響を与えるような場
合、社会が企業によるAIの利用を受け入れるには信頼が重要だ。

たとえば、自動運転車の無制限な使用を社会がなかなか認めないのはそのためでもある。自動運転車はおそ
らく人が運転する場合より安全だろう。米国運輸省道路交通安全局（NHTSA）によると、2020年に米国の道路
で発生した事故の93％は人為的なミスによるものだという。人々は、既存の自動車メーカーを自動車の製造と
いう点では信用しているものの、デジタルテクノロジーを開発する能力という点では信じていないのだ。たと
えば、フィアット・クライスラー・オートモービルズは2015年6月、タッチパネルを搭載した自動車はハッキン
グされるおそれがあり、ハッカーによって走行車のエンジンを止められる可能性すらあることに気がついた。
同社は140万台をリコールしてソフトウエアを更新し、脆弱性を補う必要があった。さらに、人と機械が通信す
る5Gインフラを提供する通信会社のネットワークが数十年にわたり頻繁にハッキングされてきた事実もあり、
自動運転車に対する社会の信頼は損なわれてきた。

社会の意見は、必ずしもAIの活用に賛成するとは限らない。企業もそれ
については覚悟が必要だ。
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また、自動運転車はアカウンタビリティーの欠如にも悩まされている。車の所有者は、自動運転車が道路上で
行う判断に誰が責任を持つのかを知らない。さらに言えば、事故が起きた場合は誰が法的責任を負うのだろう
か。政府は自動運転車の大規模な運用を可能にする規制を定めていないため、メーカーはAI駆動の自動車につ
いて社会と合意に至るのは難しいと感じている。

ソーシャルライセンスを獲得する　
AIのソーシャルライセンスを取得するために企業が進むべき道はまだ明らかではないが、最初の道標は見え

つつある。1つは、AIが取り組む問題や、プロセスに関わるステークホルダーの数によって、アプローチを変え
る必要があるということだ。したがって、ソーシャルライセンスの獲得に影響を及ぼすステークホルダーを特
定することが重要な前提条件となる。ステークホルダーは少数の場合も多数の場合もあり、目的が異なる場合
も一致する場合もある。先ほどの例だと、DHLが出荷パレットの仕分けをするアルゴリズムに対してソーシャ
ルライセンスを得るべき対象は、従業員、労働組合、株主だけであった。これに対し、テスラは、自動車の所有
者や運転者（消費者）、市、州、連邦政府（規制当局）、市民社会（批判者と支持者）など、幅広いステークホルダー
と協力して、自動運転技術のソーシャルライセンスを取得する必要がある。

実際的な側面から言うと、ビジネスリーダーはステークホルダーへの対応において2つのことを念頭に置か
なければならない。まず、AI利用に関してもっとも影響力の弱いステークホルダーの最低条件を特定する必要
がある。これが、前述したそれぞれの柱の「閾値」となる。一方、もっとも影響力のあるステークホルダーの期
待値を明らかにする必要もあり、これが上限となる。そのうえで、経営陣は、社会的・経済的な柱の閾値と上
限との間で複雑なバランスをとらなければならない。たとえば、DHLは、従業員を別の仕事に配置換えするこ
となくその効率を向上させること（閾値）と、株主利益を最大化すること（上限）との間でバランスをとる必要
があった。

さらに、組織はその歴史、地理、現在の組織能力によって、それぞれ異なる文脈で運営されている。経営者は
自社の出発点を把握することで、ソーシャルライセンスを取得するための7つのステップへと踏み出すことが
できる。

あらゆるコストと便益に関してコミュニケーションを行う。　企業は初期の段階で、ステークホルダーに対
して、AIがもたらす可能性のある便益と潜在的なマイナス面をすべて説明しなければならない。ウェブサイト
の一番下の細かい文字に情報を埋め込むのではなく、それぞれのグループに接触して話をすることが重要だ。

企業は、AIのリスクをためらうことなく率直に述べるべきだが、同時に、そのリスクにどのように取り組むか
を説明する必要がある。たとえばグーグルは、「AIの基本方針（Policies & Principles of AI at Google）」という
文書を公開し、定期的に更新することで、AIの安全、公正、公平な利用を確保するための組織としてのコミット
メントを公表している。こうした慣行を始めた最初の企業の1つである同社は、自社製品におけるAI利用を取り
巻く倫理の境界線を公にしている。それはすなわち、グーグルが自社のルールを遵守していないと批判しよう
とする人に対して公開資料を提供することであり、同社の意図はそこにある。「これ（「AIの基本方針」）は、困難
な話し合いを回避するためではなく」、開始するためのものだと同社は述べている。

BCGも同様のロジックをたどって、AIを活用して組織の環境フットプリントのシミュレーション、測定、追跡
を支援するソリューション「CO2 AI」の仕組みを具体的に説明している。
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ブラックボックスを開ける。　ほとんどの企業は、AI開発について、競合他社に多くを明かさずしてユーザー
にアルゴリズムの仕組みを正確に説明する方法を身につけていない。CEOは、AIスタートアップ、大手デジタ
ル企業、シンクタンク、科学者などのイノベーターと提携して、AI開発の最前線を理解する助けとなるエコシス
テムの構築を検討すべきだ。

たとえば、科学者たちはすでに「説明可能なAI」を開発しようとしている。これは、判断だけでなく裏付けと
なる説明も提供できるアルゴリズムを指すが、裏付けの説明のために判断の正確さが犠牲になることはない。
その際に重視されるのは相関関係ではなく、「なぜなら」の部分である。AIアプリケーションがその判断に至っ
た理由を説明することに焦点が置かれるのだ。同様に、「コーザルAI」は、アルゴリズムの中の個々の行動や結
果につながる要因を特定し、何がそれらを変化させるのかを検証する。2020年に『スタンフォード・ソーシャル
イノベーション・レビュー』で発表された論文5で著者らは、コーザルAIは、人間やAIアプリケーションが文脈
を無視したり、相関関係を因果関係と勘違いしたりした際に生じる誤りを回避するのに役立つ、という事実を強
調している。このような研究はビジネスにとって有益なため、企業は初期段階からこうした研究にアクセスで
きるようなAIエコシステムを開発する必要がある。

オーバーライド・メカニズムを開発する。　企業がAIの力を頼ると、予期せぬ結果によって負の副次的影響
が生じる可能性があり、それを防ぐために先手を打って行動する必要がある。企業はアルゴリズムの限界を認
識したうえで、AIを適用する領域を注意深く定義しなければならない。そうすることでAIは、処理できない例
外にフラグを立て、それに対処するために人間の介入を推奨することを学習するようになる。オーバーライド・
メカニズムが組み込まれていなければ、こうしたことは不可能だろう。

例をあげると2020年3月、英国有数のオンライン食料品店のAIを使ったサイバーセキュリティ・メカニズム
が、突然ウェブサイト全体を停止させたことがあった。新型コロナウイルス感染拡大に連動した前例のない需
要の急増を、DDos攻撃と混同してしまったのだ。システムの緊急反応を監視・管理する方法を設計していれ
ば、この小売企業は状況にうまく対処し、より多くの売上を上げることができただろうし、顧客の反感を買うこ
ともなかっただろう。

リスクマネジメントを優先する。　AIの利用は、あらゆるビジネス上の意思決定と同様に、リスクをともな
う。3年前にクリフォードチャンス法律事務所が取締役を対象に行った調査によると、回答者の88％がAI関連
のリスク対応に自信を示している一方で、46％が何の対策も講じていないことが判明した。企業は、AI関連の
リスクをマッピングし体系的に評価して、リスクを軽減することを学ばなければならない。規制環境や一般的
なリスクマネジメント戦略といった外的文脈に加えて、リスクの重大性や発生確率など、そこに内在する要素を
検証する必要がある。

AI関連のリスクマネジメントは、ヒューマンエラーや従業員の不正など他のリスクへの対応とあまり変わら

5　Sema K. Sgaier, Vincent Huang, and Grace Charles, “The Case for Causal AI,” Stanford Social Innovation Review, Summer 2020.

企業は、AIのリスクをためらうことなく率直に述べるべきだが、同時に、
そのリスクにどのように取り組むかを説明する必要がある。

https://www.bcg.com/capabilities/risk-management-and-compliance/overview
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ない。そのため、最高リスク管理責任者（CRO）は自社が許容できる法的リスク、財務リスク、レピュテーショ
ンリスク、物理的リスクの水準を、AI活用の初期段階から決定しておく必要がある。ベルリンに本社を置くEコ
マース企業ザランドのCROは2020年9月、次のように書いている。「CROは、AIと機械学習に対する適切なリス
クマネジメントが持続的な成功に不可欠であることを認識して、組織が検討するAIツールやソリューションに
関する議論に、ごく初期の段階から自分のチームを参加させるよう努めていくべきだ。リスクマネジメントが
後 『々問題』の一部とみなされないようにするには、早い段階から『ソリューション』に参加しておくしかない
からだ」

従業員への影響に対して主導的に取り組む。　企業は、AIを大規模に活用する際、発生し得る雇用関係の問題
をごく初期の段階で想定しておく必要がある。そうすることで、先回りして社会的影響に対処することができる。
AIを使用することで労働力に生じる不足と余剰を特定し、AIの導入によってもっとも影響を受ける職種について
の予測をたてなければならない。また、AIの活用がおよぼす給与への影響について透明性を保ちながら、新しい
ポジションを埋めるために、影響を受ける従業員にアップスキル・リスキルの機会を可能な限り提供する必要が
ある。また、再教育が難しく仕事を失う従業員については、組織外のポジションを探すことも求められる。

AI時代、企業は新たな道徳的義務を負うことになる。すなわち、企業は従業員の継続的な教育の担い手にな
るのだ。テクノロジーの変化の速さを考えると、新卒で入社した従業員でさえすぐにAIのスキルを向上させる
必要がある。従来の教育方法では十分な効果が得られそうにないため、企業は従業員が常に最新の技術を習得
できるよう、重要な役割を果たす必要がある。たとえば、世界最大級のリン鉱石採掘会社であり、リン酸・リン
酸肥料メーカーであるモロッコのOCPグループは、同国のムハンマド6世工科大学、パリ国立高等鉱業学校、エ
コール・ポリテクニーク、マサチューセッツ工科大学（MIT）、コロンビア大学、スイス連邦工科大学ローザンヌ
校などと提携し、AIマネジメントを学ぶ大学院・社会人教育プログラムをモロッコ国内で複数開設している。
また、同国ベンゲリールとクーリブガにコーディングを学べる新世代型プログラミングスクールを設立し、OCP
の社員や現地の人々がデジタルスキルを磨けるようにしている。

啓蒙する。　AIを活用する企業は、全従業員にAIテクノロジーについての教育を行う必要がある。現在、部
署ごとの理解度の差が顕著なことが大きな課題となっている。BCGとMITが共同で実施した2020年の AIに関
する調査によると、AI技術を理解していない従業員の67％がAIに基づいた意思決定を信用していないのに対
し、技術を理解している従業員ではその率は23％だ。スペインのエネルギー企業レプソルは従業員へのAI教育
の必要性を感じ、社内にデータスクールを設け、AIやデータに関するカリキュラムを一人ひとりにカスタマイズ
して提供している。同社は急速にデータドリブンな組織になりつつあり、誰一人として取り残されないよう、全
従業員のリスキル・アップスキルを図っている。

テクノロジーへの信頼はAIとうまく協調していく能力に影響するため、AIを大規模に活用するためには、社
会を教育・啓蒙することが重要な成功要因となる。企業はAIのソーシャルライセンス取得の可能性を高めるた
めに、従業員だけでなく、顧客、株主、市民社会、一般の人々に対しても、AIの便益とマイナス面について教育す
る必要があるのは論をまたない。

AI時代、企業は従業員の継続的な教育の担い手となる。
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AIの世界の形成に貢献する。　AIを筆頭とするデジタルテクノロジーは世界を変え、仕事の未来を変える可
能性が高そうだ。世界経済フォーラム（WEF）の「仕事の未来レポート 2020」によると、「今後2年間（2022年ま
で）で、既存の職務を行うために必要なコアスキルの42％が変化すると予想される」、「8,500万人分の雇用が失
われる」とされている。もしそうなれば、18世紀の第1次、第2次産業革命に匹敵する規模の経済、技術、社会の
ディスラプション（破壊的変革）だといえる。企業はAIをやみくもに推進し、そのテクノロジーで利益を最大化
することだけに注力するのではなく、政府や国民、社会がテクノロジーを理解し、AIの人間への影響を和らげら
れるよう、積極的に役割を果たすことが望まれる。

企業は政策立案者とともに、AIを中核としたビジネスエコシステムを構築する必要がある。また、あらゆる
機会をとらえて、AIの利用を拡大しつつその影響を緩和するような規制の設計に協力する必要がある。規制当
局は往々にして、テクノロジーの進化に遅れずについていくことに困難を感じるものだ。イノベーション、創造
的破壊、その経済的影響、社会的公正のバランスをとるAI関連政策を見定めるために、ビジネスリーダーの助け
を歓迎するだろう。それはウィンウィンの関係になる。企業は将来的な規制に合致したAIから恩恵を受け、規
制当局は企業がAIのソーシャルライセンスを取得するペースを加速できるよう支援するだろう。

――――――

エンロン、ワールドコム、タイコなどのスキャンダルが噴出してから20年余り、企業の信用は次第に失われて
きた。企業の社会的責任の欠如や環境破壊を考えれば、当然といえば当然だ。特に先進国においては、企業がひ
たすら利益を追求するあまり、レジティマシー（社会的正当性。人間の価値観、規範、信念の観点で、企業の利
益追求行為は広く妥当であり、望ましいものであるという社会からの承認）を失いかけていると、多くの人々が
思うようになってきた。資本主義には長い歴史があるものの、事業の継続を願うすべての企業が、ソーシャルラ
イセンスを回復しなければならない日はそう遠くないというのが世の見方だ。

それと同じように、企業は、どんなに責任ある設計をし、どれほど厳しいテストをしたとしても、AIの使用が
社会から自動的に受け入れられるものではないことを認識する必要がある。政府が制定した法律や規制を満た
すだけでは不十分で、それはハイジーンファクター（衛生要因）にすぎない。企業はAIを利用する法的権利は享
受しているかもしれないが、AIを大規模に展開するためには、すべてのステークホルダーからソーシャルライセ
ンスを取得する必要がある。

原典 : Why AI Needs a Social License

https://www.bcg.com/publications/2022/why-a-social-license-is-needed-for-artificial-intelligence
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ボストン コンサルティング グループ（BCG）

BCGは、ビジネスや社会のリーダーとともに戦略課題の解決や成長機会の実現に取り組んでいます。BCGは 1963年
に戦略コンサルティングのパイオニアとして創設されました。今日私たちは、クライアントとの緊密な協働を通じて
すべてのステークホルダーに利益をもたらすことをめざす変革アプローチにより、組織力の向上、持続的な競争優位
性構築、社会への貢献を後押ししています。

BCGのグローバルで多様性に富むチームは、産業や経営トピックに関する深い専門知識と、現状を問い直し企
業変革を促進するためのさまざまな洞察を基にクライアントを支援しています。最先端のマネジメントコンサルティン
グ、テクノロジーとデザイン、デジタルベンチャーなどの機能によりソリューションを提供します。経営トップから現
場に至るまで、BCGならではの協働を通じ、組織に大きなインパクトを生み出すとともにより良き社会をつくるお手
伝いをしています。

日本では、1966年に世界第 2の拠点として東京に、2003年に名古屋、2020年に大阪、京都、2022年には福岡に
オフィスを設立しました。
https://www.bcg.com/ja-jp/

BCGヘンダーソン研究所（BHI）

BCGの戦略シンクタンクとして、アイデア創出に有効なテクノロジーを活用し、ビジネス、テクノロジー、科学
分野からの新しい価値あるインサイトを探求・開発しています。ビジネスリーダーを巻き込んで、ビジネスの理論
と実践の境界線を広げ、ビジネス内外から革新的アイデアを取り入れるための刺激的なディスカッションや実験を
行っています。
https://www.bcg.com/ja-jp/bcg-henderson-institute/ideas-of-tomorrow
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