
AI×法・倫理

シンポジウム

プログラム

2021年7月8日（木）

10:00 – 17:30

AI法研究会



プログラム

10:00-10:10 セッション１ はじめに

10:10-11:20 セッション２ AIと法律・倫理のチュートリアル

11:20-12:20 昼休憩

12:20-13:50 セッション３ AI利活用における法務・知財・契約

13:50-14:00 休憩

14:00-14:45 セッション４ AI倫理講演

14:45-15:30 セッション５ AI倫理パネルディスカッション

15:30-15:35 休憩

15:35-15:40 アナウンス セッション６のご案内

15:40-17:10

セッション６ 研究会発表（マルチセッション）

セッション6-A AIとプライバシー

セッション6-B AIと知的財産

セッション6-C AIと金融業法規制

セッション6-D AIと医療

15:40-16:30 セッション6-E AIと弁護士法

15:40-16:10 セッション6-F① AIとセキュリティ

16:10-17:10 セッション6-F② AIとデータ

17:10-17:30 セッション７ おわりに

AI法研究会

代表 古川直裕 （株式会社ABEJA 弁護士）

事務局長 渡邊道生穂 （HEROZ株式会社 弁護士）

シンポジウム事務局（五十音順）

木村菜生子 （コグニビション株式会社 弁護士）

小松詩織 （司法修習生）

高橋尚子 （株式会社三菱総合研究所 弁護士）

堤雄輝 （堤総合法律事務所 弁護士）

山城尚嵩 （STORIA法律事務所 弁護士）

共催：第一東京弁護士会（組織内弁護士委員会）、東京弁護士会（弁護

士活動領域拡大推進本部・人工知能部会）、兵庫県弁護士会

後援：日本ディープラーニング協会（JDLA）

主催者

プログラム
現在、AIを取り巻く法的・倫理的問題が生じており、世界

中で様々な議論がなされています。

そこで、当会でも、上記問題について最先端の知見を有す

る法曹関係者、学者、AIエンジニア等のステークホルダー

間の意見交換を通じて、AIを取り巻く法的・倫理的問題に

関する議論状況を確認するとともに、将来顕在化するであ

ろう問題に係わる認識を共有することで、今後より多くの

関係者と議論するための礎を築くことを目的としたシンポ

ジウムを開催します。



プログラム紹介-1

10:00
❘

10:10

セッション1 はじめに

登壇者 松尾豊氏 （東京大学大学院工学系研究科 教授）

10:10
❘

11:20 

セッション２ AIと法律・倫理のチュートリアル

本シンポジウムを聞くうえで必要又は有益な事項をまとめて説明します。AIに関

する法務・倫理の導入という性格も有しています。まず、簡単にAIに関する用語

などを説明した後、簡単なデータを用いてAIをリアルタイムで開発します。ここで、

データの前処理やモデル作成のイメージを持つことができるでしょう。その後、AI

開発の進め方及びそこから導かれる契約上の特徴を概説します。最後に、近年非

常に大きな問題になっているAI倫理について若干の事例紹介の後、法務コンプ

ライアンス担当者がこの問題をどのように取り扱うか及び取り扱うことの意味を

説明します。

登壇者 古川直裕氏 （株式会社ABEJA 弁護士）

昼休憩

12:20
❘

13:50

セッション３ AI利活用における法務・知財・契約

AI関連ソフトウェア開発契約の実務において契約交渉が難航することが多い重要
論点（知的財産、品質等）について、法的観点から整理をした上で、契約交渉のポ

イント、利用者・ベンダーの各立場からの考え方について考察し、更に近い将来AI

の開発・利用に関して問題になり得る新たな法的問題についてもディスカッション

をします。

登壇者

川上登福氏 （株式会社経営共創基盤共同経営者 マネージングディレクター）

比屋根一雄氏 （株式会社三菱総合研究所 DX技術本部長 研究理事）

濱野敏彦氏 （西村あさひ法律事務所 弁護士）

渡邊道生穂氏 （HEROZ株式会社 弁護士）
柿沼太一氏 （STORIA法律事務所 弁護士）

休憩

▼ 以下もご参照ください

https://www.aiandlawsociety.org/event-details/

14:00
❘

14:45 

セッション４ AI倫理講演

AI倫理に関する世界における議論の状況やどのような点が問題とされているか、
どのような社会的課題が生じているかについて解説します。また、実際に発生し

た事例も紹介します。さらに、我々はどのようにこの問題に考えてゆくべきかコメ
ントします。

登壇者 江間有沙氏 （東京大学未来ビジョン研究センター 准教授）

14:45
❘

15:30

セッション５ AI倫理パネルディスカッション

事例をもとに、AI倫理の観点から、どのように考えて、どのようなコミットを行い、

どのようなアドバイス等を行うか、法務はどこまで引き受けるべきか、また諸外国

ではどのような法的規制がなされているか、日本はどのような規制を行うべきか

について検討します。

登壇者

江間有沙氏 （東京大学未来ビジョン研究センター 准教授）

宍戸常寿氏 （東京大学大学院法学政治学研究科 教授）

山本龍彦氏 （慶應義塾大学大学院法務研究科 教授）

後藤大氏 （晴海パートナーズ法律事務所 弁護士）

古川直裕氏 （株式会社ABEJA 弁護士）
福岡真之介氏 （西村あさひ法律事務所 弁護士）

休憩

https://www.aiandlawsociety.org/event-details/


プログラム紹介-2

15:35
❘

15:40
セッション６のご案内

15:40
❘

17:10
セッション６ 研究会発表（マルチセッション）

15:40
❘

17:10

（セッション6-A）AIとプライバシー

AIを用いたプロファイリングが内包する課題を指摘するとともに、プライバシーや
個人情報保護法制の側面から問題となる論点について議論します。

山本龍彦氏 （慶應義塾大学大学院法務研究科 教授）
宍戸常寿氏 （東京大学大学院法学政治学研究科 教授）

福岡真之介氏 （西村あさひ法律事務所 弁護士）
杉浦健二氏 （STORIA法律事務所 弁護士）

古川直裕氏 （株式会社ABEJA 弁護士）
渡邊道生穂氏 （HEROZ株式会社 弁護士）

木村菜生子氏 （コグニビジョン株式会社 弁護士）

15:40
❘

17:10

（セッション6-B）AIと知的財産

AI創作物をめぐる知的財産分野の法的課題について検討します。

松村将生氏 （株式会社エクサウィザーズ 弁護士）

出井甫氏 （骨董通り法律事務所 弁護士）
加藤卓哉氏 （株式会社エクサウィザーズ 機械学習エンジニア）

15:40
❘

17:10

（セッション6-C）AIと金融業法規制

金融商品取引法や保険業法を中心に、AIに関する金融規制の動向を紹介し、今後
規制が予想される分野や法的問題について検討します。

山本俊之氏 （西村あさひ法律事務所 弁護士）
森田岳人氏 （松田綜合法律事務所 弁護士）

後藤大氏 （晴海パートナーズ法律事務所 弁護士）

15:40
❘

17:10

（セッション6-D） AIと医療

AI技術を利用した医療機器が製品化されるまでの開発過程における各種規制（個
人情報保護法制及び医療機器の開発に関する規制）についてご紹介いたします。

柿沼太一氏 （STORIA法律事務所 弁護士）
関原秀行氏 （インハウスハブ東京法律事務所 弁護士）

山口宏和氏 （STORIA法律事務所 弁護士）

15:40
❘

16:30

（セッション6-E） AIと弁護士法

AIを利用したリーガルテックと弁護士法の関係およびその未来について、最新の
海外事情も踏まえながら検討します。

堤雄輝氏 （堤総合法律事務所 弁護士）

15:40
❘

16:10

（セッション6-F①）AIとセキュリティ

AIに固有のセキュリティ上の課題や攻撃方法を広く紹介します。また、これらに対
する法的な防御方法や法律上の課題を広く概要を紹介します。

古川直裕氏 （株式会社ABEJA 弁護士）

16:10
❘

17:10

（セッション6-F②） AIとデータ

データ取引契約について、経済産業省から公表されたモデル契約を題材に、実務
上の留意点やその検討の視点をディスカッションします。

荒木昭子氏 （ベーカー＆マッケンジー法律事務所（外国法共同事業） 弁護士）
落合孝文氏 （渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 弁護士）

関原秀行氏 （インハウスハブ東京法律事務所 弁護士）
津田麻紀子氏 （西村あさひ法律事務所 弁護士）

古澤拓氏 （株式会社エクサウィザーズ 弁護士）

17:10
❘

17:30

セッション７ おわりに

古川直裕氏 （株式会社ABEJA 弁護士）



AI×法・倫理シンポジウム

ご参加にあたってのお願い
◼ 本シンポジウム開催中は、ご参加の皆様の音声はミュート、

画像はOFFでご参加ください。

◼ お名前の表示は[所属_名前]にご変更ください。

◼ セッションによってはご質問やご意見をお受けする場合が

ありますので、ご質問やご意見のある方は、チャット機能に

てご連絡ください。

◼ セッション6はブレイクアウトルームボタンから各マルチセッ

ションにお入りください。ブレイクアウトルームからの入退

出は自由です。操作方法がご不明な場合には、チャット機能

にてお問合せください。

◼ 本シンポジウムは後日の動画配信や資料共有は行いません。

◼ 本シンポジウム後には是非ご意見ご感想をお寄せください。

今後の研究会活動に活かして参りたいと思います。

◼ AI法研究会では、今後、新規会員を追って募集させていた

だきます。

AI法研究会は、AIと法律の調和によりAIの普及を促進し

豊かな社会の実現を目指すことを目的として、2020年に

設立された研究会です。ご関心のある方は、ホームページ

上のお問合せ欄からご連絡をいただければ幸いです。

（https://www.aiandlawsociety.org/）

◼ブレイクアウトルーム操作方法

１．ミーティングコントロールの[ブレイクアウトルーム]オプションをクリックします。

２．これにより、ホストによって作成されたオープンブレイクアウトルームのリストが

表示されます。

３．参加するブレイクアウトルームの横にある[参加]をクリックします。

４．「ルームに参加しますか？」とメッセージがポップアップしますので、[はい]を

クリックしてブレイクアウトルームに参加します。

５．必要に応じて繰り返して他のブレイクアウトルームに参加するか、[ルームを

退出する]をクリックしてメインセッションに戻ります。


