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きな使命である。NHKも経営計画（2021-2023
年度）の中で，「分断化・多層化した社会をつ
なぐ」ことを役割としてはっきりと位置づけて
いる。特に，視覚・聴覚障害者や高齢者，外
国籍の方を含むあらゆる人々に，番組コンテン
ツや確かな情報を分かりやすく届けるユニバー
サルサービスの実施は，多層化した社会をつな
ぐための重要な取り組みである。

技研では古くからユニバーサルサービスの研
究に取り組んできた。視覚に障害のある方のた
めの，音声合成を利用した「自動実況・解説
技術」，聴覚に障害のある方のための，音声認
識を利用した自動字幕生成技術や，手話を母
語とする方のための手話CG 技術，さらに触覚・

 1. はじめに
この数年の間に，人々が障害の有無にかか

わらず，テレビ放送などのコンテンツを多元的
に楽しむことができるサービスが登場してきて
いる。NHKでも，特定のスポーツ中継で，手
話CG実況，ロボット実況・字幕といったユニ
バーサルサービス1）を実施している。一方で，
AI等を活用した新しい技術を社会実装するに
あたり，倫理的な問題や法律的な兼ね合いな
ど，時代の変化とともに検討すべき新しい課
題も生まれている。NHK放送文化研究所（以
下，文研）とNHK放送技術研究所（以下，技
研）は2021年4月から共同で，倫理的・法的・
社会的課題の視点から，ユニバーサルサービ
スを実用化する際の諸課題について研究を重
ねてきた。本稿ではその途中経過を報告する。

 2. ユニバーサルサービスと ELSI
新型コロナウイルスの感染拡大，経済格差

の拡大などによって，人々の距離が離れ，分
断化・多層化が進んでいる。そのような状況に
おいて，あらゆる人々に平等に確かな情報を届
けることは，放送をはじめとしたメディアの大
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嗅覚などを利用した情報提示技術などについ
て取り組んでおり，ユニバーサルサービスのさ
らなる拡充に向けて，AI技術の活用について
も，検討を進めている。

一方で昨今，さまざまなところで「E
エルシー

LSI」と
いう言葉がよく聞かれるようになった。Ethical，
Legal and Social Issues（倫理的・法的・社会
的課題）の略で，新しい技術を研究開発し，そ
れを社会実装する際に生じうる，技術的課題以
外のあらゆる課題を指している。ELSI研究は
本来，ヒトゲノム研究における生命科学や医療
の分野で発展してきた学問ではあるが，現在は
そこから社会科学，自然科学などの幅広い分
野に広がり，注目を浴びている。

例えば，人間の持つ多様性という課題に向
き合う取り組みとして，世界中で性的指向や性
自認に対する差別禁止の法整備が進んでおり，
国内でもLGBT理解増進法案 2）などの検討が
進み，LGBTQ+の権利に一層の理解が求めら
れている。ユニバーサルサービスに関しても，
東京パラリンピック等を機に障害者関連の法
律・学問の整備が加速しており，2021年5月に
改正された障害者差別解消法 3）では，民間事
業者に対して3年以内に「合理的配慮」の提供
が義務化された。こうした社会要求に応えるた
めに，メディア事業者もそのサービス実施の際
にはELSIを考慮する必要がある。我々は特に，
ユニバーサルサービスの研究開発の視点から，
メディア事業者におけるELSIへの向き合い方
を検討している。

 3. 外部動向から探る ELSI の課題
本検討にあたり，まずはELSIに関する外部

動向に目を向けてみる。
アメリカではすでに，急速なAI（人工知能）

技術の発展とともに，AIの利活用に関連する
ELSI的課題について，企業や大学，研究機
関を中心に研究が進んでいる。とりわけ，情報
アクセシビリティーの確保のために用いられる
認識技術や分類技術の研究では，予防的かつ
リスク低減措置のために，さまざまな研究が行
われている。例えば，現在利用されている商用
の音声認識システムにおいて，人種によって単
語認識の誤り率が大きく異なることなどが明ら
かになっている 4）。また同様に，商用の顔認識
システムにおいて，性別や肌の色によるバイア
スの存在が示されている。顔画像の自動分類
にはディープラーニング（深層学習）の技術が
広く活用されているが，その中でも，AIが人を，
その人種によっては誤って動物と認識してしま
う事例 5）が報告されており，サービス事業者に
も，技術に関する説明責任や透明性の担保な
どが求められている。

このような中，GoogleやMicrosoftといった
AIで先導的な役割を果たしている企業は，そ
れぞれ独自にAI倫理の基本原則を定め，外
部に公表している。欧州ではOECD（経済協
力開発機構）が発表した人工知能に関する
OECD原則 6）に基づき，社会実装に向けた研
究開発が行われている。また，グローバル企
業や学会，メディアなどは，研究成果の社会
実装における諸課題やベストプラクティスの情
報共有，さらに研究内容を深掘りするコミュニ
ティーを形成している。14の国と地域の，非営
利組織などを含む95の組織で構成されている

「Partnership on AI」7）には BBC，CBC，The 
New York Timesなども参加しており，メディア
事業者の関心の高さがうかがえる。

国内では，2019年に内閣府が，AIをより
よい形で社会実装し，共有するための基本原
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則「人間中心のAI社会原則」8）を策定し，そ
の中で，「人間の尊厳が尊重される社会」「多
様な背景を持つ人々が多様な幸せを追求でき
る社会」「持続性ある社会」という理念につ
いて述べている。また総務省・AIネットワー
ク社会推進会議では，「安心・安全で信頼性
のあるAIの社会実装 」の推進に取り組んで
おり，その中で「AI開発ガイドライン案 」9） 

「AI利活用ガイドライン」10）等を公表している。
国内企業においても，そのサービスや製品

においてAIを活用する事例は急速に増加して
おり，メーカーなどは独自にAIガイドラインを
策定・公表しているほか，AIに関するコミュニ
ティーや規格会議などに積極的に参画する企
業も増えてきている。しかし，メディア事業者に
おいては，放送などに関する「倫理規定」等を
策定・公表しているところは多いものの，ELSI
的視点から技術の社会実装に関する議論は，
十分に行われていない印象である。先にも述べ
たとおり，あらゆる人々に平等に確かな情報を
届けるのはメディアの重要な役割であり，その
伝達手法にはAI等最新技術の利用が不可欠と
なっている。我 メ々ディアも，ユニバーサルサー
ビスの拡充・高度化を目指し，ELSI的課題に
向き合っていかなければならない。

これらに向けて，NHKでは文研と技研が協
力し，ユニバーサルサービス社会実装の際の
手引となりうる資料策定の作業に入っている。
次章以降ではその取り組みの進捗を紹介する。

 4. 過去の事例から学ぶ
「手引」となりうる資料作成の作業の一つと

して，過去の事例調査を実施した。例とした
のは，東京都が1995年に刊行した『男女平
等社会への道すじ―ガイドライン』。当時，こ

のガイドラインの作成に携わった村松泰子さん
（現・公益財団法人日本女性学習財団理事長）
にインタビューを行った。

村松さんは「課題が何であるか，課題の抽出
が最も重要だった」と振り返る。冊子の中でも

「ガイドライン作成の意義」として，「気づきにく
く，分かりにくい差別的意識や慣習，行動様
式等を，身近な生活場面の具体的な事例を手
掛かりとして理解し，見直すことができるように
するためこのガイドラインを作成 11）」したと書か
れている。「気づきにくく，分かりにくい」課題
を抽出することが重要だったことが分かる。

また，このガイドラインを作成するにあたっ
ては，海外事例の調査が行われた。その過程
の中で，海外のガイドラインの多くに共通する
属性として，①明確性，②平明性，③具体性，
④実用性の4点を挙げられることに気がつい
たという12）。さらに海外事例の調査に加えて，
日本の最新研究の調査も重要だった，と村松
さんは指摘する。

そして最終的にガイドラインには，この①明
確性，②平明性，③具体性，④実用性，の4
点を反映するために，「家庭」「学校 」「地域 」

「職場」「ことば・表現・メディア」という，生
活に身近な5つの場面を取り上げ，具体的な例
を挙げて解説を行うことにしたという。

東京都のガイドラインの作成過程を調査す
ることで「課題抽出」の方法等を理解できた。
ほかの事例についても継続的に調査を行い，
課題抽出に資する知見を得る予定である。

 5. 現状からの課題抽出
我々が目指すところは，ユニバーサルサー

ビスの社会実装における課題への対応指針を
ELSIの観点から提案することである。そのた
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めには4章で述べたとおり過去の事例を調査
し，解決に至っている事例からは「形成され
た合意」，解決に至っていない事例からは「残
された課題」などを抽出するとともに，それら
の事例から今後，検討すべき課題を想定する
必要がある。そして抽出した課題をもとに，対
応指針の形成といった段階を経ることになる。
我々はまず，内部的な事例収集を行うこととし，
主に技研のユニバーサルサービス研究者を中
心にインタビューを行い，彼らが直面する課題
や，想定している今後の課題について意見収
集した。ここでは詳しい事例を紹介すること
は割愛するが，収集した事例を分類する中で，
各事例における個々の課題は以下の項目に分
類できると考察した。

① ユーザーの多様性・個人性への対応
② NHKに求められる義務（正確性）
③ プライバシー，人格権，肖像権への考慮
④ AIの公平性，信頼性の担保
⑤ 持続性の担保
⑥ サービスに関する理解の獲得
⑦ 標準化への対応
⑧ 研究プロセスにおけるユーザーとの連携の

タイミング

①はユーザーの事情や嗜好に関わる側面へ
の課題，②は技術的に精度100％にならない
AIの出力へのユーザーの許容に関する課題，
③は収集した学習データに含まれる個人情報
等の扱いに関する課題，④はいわゆるAI倫理
に関する課題，⑤はマイノリティーサービスの
実施に関する運用的な課題，⑥はサービスに
対する理解促進に関する課題，⑦は品質確保
や安心・安全の確保における課題，⑧は想定
ユーザーの意見の取り入れ方に関する課題，を

表している。今後は，特にユニバーサルサービ
スのユーザーとなる方々や，外部のユニバーサ
ルサービスやELSIの専門家と連携し，事例収
集，課題抽出を進める予定である。その結果
についても，また追って報告したい。

（やなぎ けんいちろう/みやざき まさる/
たこう れいこ/ふるみや ひろのり）
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する国民の理解の増進に関する法律案」

 3） 正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推
進に関する法律」
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14/7684.full.pdf
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https : // lega l instruments .oecd .org/api/
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用のためのプラクティカルリファレンス〜」
https://www.soumu.go.jp/main_content/
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 11） 東京都生活文化局女性青年部女性計画課編
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3頁

 12） 詳細は，海外の事例調査を行った田中和子氏の
記述を参照。田中和子（1997）「男女平等社会へ
の道すじ―東京都のガイドラインづくり」湯浅俊
彦・武田春子編『多文化社会と表現の自由 すす
むガイドライン作り』明石書店，85〜96頁 
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