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Executive summary

COVID-19は、社会的格差やデジタル化の遅れを
顕在化させ、社会的弱者を包摂する第四次産業革
命の実現までのギャップを私達に突き付けた。世
界経済フォーラムでは、公正で持続可能かつレジリ
エンスな経済・社会システムの基盤を緊急に構築
することを提唱し、「グレート・リセット1」を2021年
年次総会のテーマとした。公衆衛生か経済か、とい
う二者択一ではなく、人間の生命と尊厳、社会正義
を守りながら持続性を担保する、全く新しいSocial 
Contract（社会契約）が必要である。

新たな社会契約の主要な項目の一つはデータに関
するものである。データの利活用は、それぞれの組
織や団体が特定の目的のためにデータを収集して
利用するといったいわゆる一次利用において有用
であるというだけではない。データを社会で循環さ

せることで価値を生み出す二次利用においてもま
た、データ利活用に有用性があるのである。そして、
この二次利用をいかに推進していくかが、いま世界
中で模索されている。

しかし、データの二次利用には様々な課題が存在
する。そのうちの一つがELSI (Ethical, Legal and 
Social Implications）への対処や、RRI（Responsible 
Research and Innovation）の実践といった課題であ
る。この課題は、法令遵守は勿論のこと、プライバシ
ー、公平性や社会正義、倫理への配慮を備えたデー
タの取扱いこそが「善きデータ（Good Data）」と評価
される鍵となることを示している(図1)。そして、それ
は社会やデータ主体である個人からの信頼（Trust）
とデータ提供へのポジティブな意思（Willingness）
を得ることに繋がる。

法令遵守
その他社会的
価値への配慮
（公平性など）

プライバシー
への配慮

データ利活用において配慮すべき範囲図 1

出典：世界経済フォーラム

OECD「プライバシー保護に関するガイドライン」
基本8原則2、アシロマAI原則3、OECDのAI原則4、EU
のThe Ethics Guidelines for Trustworthy Artificial 
Intelligence (AI)5など、グローバルにもこの課題に関
わる原則が示されている。一方で、具体的な解釈や
実践するための具体的な方法が必ずしも明らかで
はなく、これらの原則が十分に機能しない可能性が
ある。

デ ータ利 活 用 に お ける信 頼とデ ータ提 供 へ の
ポジティブ な 意 思を得るた め には、データ主 体
たる個々人に逐一通知し同意をとる「通知と同意

（Notice&Consent）」というデータガバナンスモデ
ルの再考が求められる6。プライバシーポリシーを熟
読する利用者はごくわずかである。 さらに、このよう

な状況がIoT（Internet of Things）の進展により深刻
化する可能性が指摘されている7。また、認知機能が
低下した高齢者には、「通知と同意」モデルの単純な
適用が困難である。データ主体への通知・同意は、本
人の事理弁識能力を前提としているが、認知機能が
低下した高齢者はその能力を十全には備えていな
い。そうした高齢者に信頼され得るようなデータの
取扱いを行うためのスキームが必要となるだろう。

このような背景を踏まえて本白書では、様々なデー
タ利用者が社会的価値を守る姿勢やプロセスを示
すことで信頼を構築しつつ、イノベーションを加速
させるためのツールとして以下のフレームワークを
示す8。

どのようにデータを取り扱うかが「善きデータ
(Good Data)」と評価される鍵となる。
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－　Trust and Willingness Framework ―構築すべ
き社会的信頼のフレームワーク―

－　Good Data Framework　―倫理的に配慮され
たデータ取扱いフレームワーク ―

な お 、上 記フレ ー ムワークは 、世 界 経 済フォー
ラムより発行された白書「Rebuilding  Trust  and 
Governance: Towards Data Free Flow with Trust 
(DFFT)」9で示された、信頼構築のプロセスのフレー
ムワークのうち、データホルダーをガバナンス主体
とした場合の、ガバナンス手法を具体化したもので
ある。前述の白書で示されている４つのガバナンス
手法のうち、従来から企業に影響を与えてきた「市
場」だけでなく、「社会規範、ルール、バイ・デザイン・
アプローチ」の重要性とその具体的な取組み方法を
示す。マルチステークホルダーが相互に連携して新
たな信頼構築の方法を模索するにあたって、本白書
がデータホルダーである企業の関与や主体性を後押
しすることを期待する。

本白書が想定している主な読み手は以下の通りで
ある。

－　法令遵守に留まらず、ステークホルダー等社会
からの信頼を得ながら、データ利活用を推進してい
くことを目指す産業界の方々

－　データ利活用に関する政策の立案検討を行う
主体 

第一章では、データ二次利用およびデータシェアに
よって実現しうる価値について概説する。第二章で
はTrust and Willingness Frameworkとして、データ二
次利用に対する社会的信頼を構築するためのプロ
セスを示す。第四次産業革命時代のデータ流通にお
ける信頼の重要性、信頼が失われるメカニズム、信
頼を構築するためのアプローチ、として構成してい
る。第三章ではGood Data Frameworkとして、データ
利活用のプロセス毎に整理した倫理的な配慮のた
めのチェックポイントを示す。

第二章・第三章で示すそれぞれのフレームワーク
は、アカウンタビリティの観点から密接に関わって
いる。第三章で示すデータ利用における倫理的な配
慮の取組みを行い、その取組みを第二章で示すフ
レームワークを使ってステークホルダーと共有・対
話することは、データホルダーとしてのアカウンタビ
リティを果たすことになり、結果として信頼構築につ
ながる。

第四章では、データ利用者が第二章、第三章で示し
たフレームワークを活用することで、多くの国でデー
タ利用の適法性根拠となっている「通知と同意」の
課題解決につながる可能性を示す。

日本では2019年に認知症施策推進大綱10という認
知症に関する国家戦略が示され、「共生」と「予防」
を車の両輪として関連施策の推進がはかられてい
る。データ利用もテーマの１つとなっており、認知
症を含む高齢者のデータを社会で循環し価値を創
出する基盤整備を進める産学官民のイニシアチブ

を検討中である。「データ利用者は、認知症に関わ
るデータ利用について、社会からの信頼とデータ提
供への個人の意思をどのようにして得られるのか」
ということが課題の１つとして示され、これが本白
書執筆のきっかけとなった。

日本でのパイロットプロジェクト：認知症を含む高齢者のデータを社会で循環し価値を創出する基盤整備B O X  1

本白書に関心を持って頂いた方々と、日本における
パイロットプロジェクトの検討を進めるとともに、
他のパイロットプロジェクトの機会を模索したい。 

本白書が、社会的価値を守りつつデータ利活用によ
るイノベーションを加速させる基盤構築に貢献する
ことを切に期待する。

 データ利用者は、
認知症に関わるデー
タ利用について、社
会からの信頼とデー
タ提供への個人の意
思をどのようにして得
られるのか
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第一章  データ二次利用・デー
タシェアへの期待の高まりと、
社会からのTrustとWillingness
を醸成するための産学官イニ
シアチブの必要性

1

データの利活用は、それぞれの組織や団体が特定の
目的のためにデータを収集して利用するといったい
わゆる一次利用のフェーズから、データを社会で循
環・フローさせることによって価値を生み出す二次利

用の可能性が世界中で模索され始めている。OECDに
よればデータホルダーが持つデータは、他のデータユ
ーザーにシェアされ利用されることで10-20倍、経済全
体に対して20-50倍の価値があるとされている 。11

データ二次利用への期待の高まり1.1

20-5010-201

Primary data user
(直接的影響)

Secondary data user
(間接的影響)

Society 
(誘発効果)

データの価値図 2

出典：世界経済フォーラム

社会的価値を守りつつヘルスケアイノベーション
を加速するためには、実務的なフレームワークが
必要である。
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世界の認知症高齢者は、2018年時点で約5,000万
人、2050年には3倍の1億5,000万人を超えると言わ
れている15。中低所得の国に居住している認知症の
人の割合は、現在既に全体の6割で、今後も割合は
増えていくという試算があり16、この課題への対処を
見過ごすことは社会的格差をさらに広げることに
繋がる。

2020年11月、Alzheimer’s Disease Data Initiative 
(ADDI)17が立ち上がった。このイニシアチブは、①
既存のデータベース間の円滑なデータ移送のた
めの相互互換性の担保②産学間データシェアを進
めること③認知症研究のために、データの特定・結
合・分析を支援すること、の３つを目的としている。
これは、データシェアによるイノベーションの可能
性を強く信じる取組みである。

また、World-Wide FINGERSと呼ばれる認知症の予
防研究に関する知見や情報を共有する組織が存在
する。この組織では、認知症予防のランダム比較研
究において成果を提示したフィンランドの認知症
の予防研究（FINGER Study18）など、各国で実施さ
れている認知症の予防研究などから得られた知見
やプロトコルを共有している。また、この組織は、各
国で実施されている認知症予防研究において、将
来的なデータ統合・分析や、各研究の品質向上を 
狙いとしている。日本では、認知症予防研究で得ら
れたデータのシェアや二次利用も見据えた研究プ
ロトコルの議論を進めており19、本白書執筆メンバ
ーは研究協力者として関わってきた。

データシェアに関する課題の一つとして「プライバ
シー侵害などのリスクに対するマネジメントの困
難性」を示すデータがある。GDPRが施行されて以
降、2020年11月までの約2年半の期間に435件の制
裁金事例が発生している。また、2020年1月より施
行されたCCPA（カリフォルニア州消費者プライバ
シー法）では2020年10月までに23件の訴訟が提起
されている20。世界中で、データ利用によるイノベー
ションに挑戦してきた企業や政府に対して、社会か
らの想定外の反応やデータ利用によるネガティブ
な影響への懸念が確認できる(表1)。懸念というの
は、情報漏洩や違法性といったものだけではない。
プライバシーへの不安や差別助長、データ主体が
想像しづらい利用方法などを起因とした懸念もあ
る。なお、ここではデータ利用者の意図は問題とし
ておらず、社会からの反応に着目している。以下に
事例を示しつつ、何が社会からのネガティブな反応
の要因となっているのか、以下①～⑤に分類した。 

①  データの利用目的やビジネスモデルに関する広
報・説明などの不足によるデータ主体や社会から
の理解・共感不足（アカウンタビリティの不足）

②  適切な同意取得への疑義（同意プロセスの不備）

③  公平性に配慮したデータ処理・処理に関する技術
や理解の不足（公平性への配慮不足）

④  データの収集段階における過度な情報収集、又は
収集後の広範な利用によるプライバシー侵害リス
ク

⑤  ③、④以外の社会的価値への配慮に欠ける不適切
な利用

以上の事例から、社会からデータ利用者への要請は、
法令遵守に留まらず、プライバシーや、公平性・民主
主義といった社会的価値への配慮も含まれているこ
とがわかる。

イノベーティブなデータ利用に対する、 
社会からの反応

1.3

アルツハイマーと戦うために、データをシェアするべきです―Bill Gates14コラム

フィンランドでは同年5月に社会福祉健康データの
二次利用に関する法律（Act on the Secondary Use of 
Health and Social Data12）が制定された。同法によっ
て、学術研究・統計目的に加えて、企業の研究開発や
イノベーション活動に匿名化したヘルスケアデータ
を利用することが可能となった。現在フィンランド政
府は、国立保健福祉研究所と連携し、FINDATAという
機関が利用許可の審査プロセスとデータ提供のサー
ビス機能を担っている。このようなフィンランドでの取
組みは、国が保有するナショナルデータベースの整備
を踏まえて、さらにその二次利用を進める仕組みがガ
バナンスと共に実装された先進的な事例である。

また、日本においても、2020年10月より、レセプト情報
や特定健診等の情報を匿名化し、民間企業を含めた
公益目的での提供が開始した。

しかし、OECDによると、205ものデータシェアを促進
する政府イニシアチブが37か国で確認できるが、その
うち65%は公的機関が保有するデータのシェアに限
定されている。また、課題として頻繁に挙げられる、民
間部門間でのデータシェアを促進する取組みはわず
か15％に留まっている。更に、パーソナルデータに関
するイニシアチブはそのうちの半分にも満たない 。13

データシェア推進イニチアチブの現状1.2

 懸念というのは、
情報漏洩や違法性と
いったものだけでは
ない。プライバシーへ
の不安や差別助長、
データ主体が想像し
づらい利用方法など
を起因とした懸念も
ある。
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データ利用に関して、社会から懸念が表面化した事例表 1

事例 問題点事象 概要

1. 社会運動

2. 法執行

4. 法執行

6. 報道

8. 社会運動

10. 報道

12. 報道

7. 報道

9. 社会運動

11. 社会運動

13. 法執行

3. 法執行

5. 社会運動

駅構内でのカメラ設置

就職支援サービス

広告オークション入札

Photosアプリの 誤認識

バイオメトリクスの人道
的利活用

越境移転

他国民の監視技術

万引き犯検知システム

新型コロナウイルス関連
のデジタル監視

AIと人権に基づくアプロ
ーチ

民主的な意思形成への
影響

従業員の指紋収集

企業採用アルゴリズム

駅を通行する人を撮影し、災害発生時等の安全対策に資する人
流統計情報の作成可能性に関する取組み。プライバシーへの懸
念で取組み中止となった。

就職サポートサービス提供を行うサイトを通して、就職活動中の
学生の閲覧履歴などのデータを収集し、当該データをAIが分析、
内定辞退率などを算出し、その情報を複数の企業に販売

ある企業によるリアルタイムビディング（広告のオークション入
札）に対して、十分にユーザーの同意を取得しない状態でデータ
処理を実施しているとして集団訴訟が発生。

Photosアプリが、黒人女性が写った写真を「ゴリラ」と認識

あるNGOは、信頼性・再利用性・セキュリティ・レピュテーション・
社会的影響への懸念から、バイオメトリクスの使用は人道目的で
あってもリスクが利益を上回る場合が多いため、慎重になるべき
とする報告書を発表。

SNSツールの情報が海外に移転しているだけなく、海外で意図せ
ずに第三者に閲覧された可能性があったとの報道

ある民間企業の取引先新興企業が開発した顔認証技術が、他国
民の監視に用いられていたとの報道。

小売店が入店時に顔のスキャンにより万引き犯を検知し、警備員
に警告を伝達するシステムの導入について報じられ、プライバシ
ーに対しる懸念が提起された。

COVID-19対策としてデジタル監視技術の活用が各国で広がった
ことを受け、100を超える人権NGO等が人権侵害への懸念を表明
する共同声明を発表。

ビジネスにおけるサステナビリティを推進するNGOが、AIの開
発、実装において、人権に基づくアプローチを取ることの重要性
を強調する報告書を発表。

SNSツールの収集している個人情報が第三者に提供され、選挙、
投票に関するプロモーションに利用された例

ある企業が勤怠管理目的で従業員の指紋を事前同意なく収集
し、違法であるとして従業員が当該企業を提訴したが、裁判所は
これを棄却。

人権NGOが、AIを使った企業向け採用支援ツールが「不公平で欺
瞞的な」行為に当たるとして政府に調査を要求。偏った学習よる
アルゴリズムの利用が、白人や男性などの応募者を選ぶ可能性
がより高くなる「差別助長」への懸念。

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

出典：世界経済フォーラム
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ヘルスケア領域におけるイノベーションの担い手は、
非常に多岐に渡っている。Big5テック企業（Alphabet, 
Amazon, Apple, Facebook, Microsoft）やBATと呼ばれ
る中国大手テック企業はそれぞれの強みとして保有
しているデータやリソース、エコシステム等が、ヘルス
ケアに関するリアルワールドデータと結びつくことで
大きな価値が生まれることを理解し、投資や買収を進
めている22。また、これらの企業以外にも、電力会社や
保険会社、不動産デベロッパーや通信会社など、あら
ゆる異業種からヘルスケア領域への参入が進んでい
る。2019年には39のデジタルヘルスのユニコーン企
業が生まれ、企業価値の合計は900億USドルを越え
る23など、スタートアップのスケールアップも相次いで
いる。

医学系研究では、ヘルシンキ宣言24による倫理的原則
などによって、倫理的な配慮とイノベーション（医学進
歩）を両立させるためのガバナンスが構築されてき
た。しかし、今日のヘルスケア領域のイノベーションの
担い手は、必ずしも医学研究に精通したものばかりで
はない。ヘルスケア領域には、侵襲性のない、運動や
食事、または介入を伴わないデータ利用のみによる
サービス開発もあり、想定されるリスクやベネフィット
は異なるため、ユースケース毎の議論も必要となる。

社会的価値を守りつつヘルスケアイノベーションを加
速するためには、前項で示されたような社会からの
反応に対して事前に対処するために、データホルダ
ーである事業者が参照できる、実務的なフレームワー
クが必要である。

データ二次利用やデータシェアに関して、特に以下の
問題点が確認された。

①  民間セクターの適切なデータ二次利用・データシ
ェアに関するガバナンス構築へのイニシアチブの
不足

②  データ利用に対する社会からの懸念の顕在化

③  ヘルスケアデータを利用する事業体のデータ倫理
に関するリテラシーへの懸念

これらの背景を踏まえて本白書では、様々なデータ利
用者が社会的価値を守る姿勢やプロセスを示すこと
で信頼を構築しつつ、イノベーションを加速させるた
めに必要な基盤として、以下を示す。

－  Trust and Willingness Framework ―構築すべき
社会的信頼のフレームワーク―

－  Good Data Framework―倫理的に配慮されたデ
ータ取扱いフレームワーク ―

ヘルスケアイノベーションの多様な担い手

本白書でフォーカスする課題

1.4

1.5

ソフトウェアが世界を飲み込んだ。次はヘルスケアだ。21

Good Data: Sharing Data and Fostering Public Trust and Willingness 8



第二章 Trust and 
Willingness framework 
―構築すべき社会的信頼
のフレームワーク―

2

データ利用者とデータ主体である個人の間には、情
報の非対称性や、データの特性（無形、複製や移転の
容易性など）を原因とした社会的不確実性が存在す
る。ここでいう社会的不確実性とは、データの利用者
がどのようにデータを管理または利用しているのか
をデータ主体である個人が正確に把握することが困
難な状況を意味している。データ主体である個人は、
社会的不確実性が存在する中で、データ利用に関す
る同意を行うこととなるが、この際に重要となるのが「
信頼」である。

信頼は多義的な言葉である。「信頼」は心理学や社会
学だけでなく、社会科学系や理工系分野でも研究さ
れている幅広いテーマであり、すべての分野で同一

の概念や定義に基づいて議論されているわけではな
い。ここでは、上記で述べた、社会的不確実性と信頼
についての議論を紹介する(図3)。

信頼は一つの側面として、社会全体の経済活動や生
活の潤滑油として重要な役割を果たしている。ルー
マンは信頼を「情報不足を内的に保証された確かさ
で補いながら、手持ちの情報を過剰に利用し、行動予
期を一般化することによって、社会的な複雑性を縮減
する」ものと考えている26。個人であれ組織であれ、他
者・他組織を信頼することが出来なくなると、自身の
身を守るために常に注意を払う必要がある。そのコス
トは極めて大きく、社会や経済全体の効率性に大き
なネガティブな影響を与えることになる。

データ流通を支える信頼の重要性2.1

信頼が強く意識されるのは、それが壊れ失われつつあるときである25

データ主体

社会的不確実性

データ利用者

Trust データ流通

データ流通を支える信頼の重要性 図 3

出典：世界経済フォーラム

データ利用者とデータ主体である個人の間には、
情報の非対称性や、データの特性を原因とした社
会的不確実性が存在する。

Good Data: Sharing Data and Fostering Public Trust and Willingness 9



Trust

データ利用
プロセス

データ利用の
検討内容

ギャップ① ギャップ② ギャップ③ ギャップ④ ギャップ①～④による
トータルギャップ

説明内容 利用方法・目的・影響

認識・価値観・期待 認識・価値観・期待

企画
検討

データ
取得

データ
処理

データ利用

積み重なったギャップ

データシェア

社会からの
反応

データ主体

データ利用者

では、なぜ信頼は壊れ失われることになってしまうのか。

信頼の研究において、「能力と意図」に対する信頼が
示されている27。つまり、データ主体や社会の認識・価
値観・期待と、データの利用目的・動機を合致させる
ことは、信頼を得る上で重要なことであり、データ主
体のデータ提供へのポジティブな意思（Willingness）
につながると言える。しかし、データ利活用の方法・影
響と、データ利活用に対する個人や社会の認識・価値

観・期待との間にギャップが生じる可能性がある。こ
のギャップは個人や社会にネガティブな驚きを与え、
結果、データ利活用に関わる者への信頼が壊れ失わ
れるのである。

データ利用の各プロセスで、データ主体である個人
の認識・価値観・期待と、データ利用者によるデータ利
用やその影響の間で、どのようなギャップが、何故生
じ得るのか、以下の図のように整理した。

信頼はなぜ壊れ失われるのか2.2

同意（Consent）の対義語は不同意（Dissent）ではなく、「驚き」（Surprise） －通信キャリア企業

しかし、日常生活において個人は信頼を強く意識しな
がら過ごしているわけではない。例えば、多くの人が、
プライバシーポリシーを読まずに同意する背景には、
信頼がある。多くの人は、企業が適切なデータガバナ
ンスをとっていることを期待し、または、訴訟や社会的
批判を通じてガバナンスが改善されると暗に信じて
いる。取引や協力のコストを低減するという意味で、
信頼は社会資本でもある。取引や協力が日常化する

と、「他の人たちも信頼しているはず」とのいうメタな
信頼に基づき、好循環が生じる。

つまり信頼には、「信頼がある」という状態が意識され
ない性質があり、第1章で示した事例のように、何らか
の齟齬が生じることで、データ利用者や社会が問題と
して強く意識する。

出典：世界経済フォーラム

信頼構築のためのフレームワーク図 4

Good Data: Sharing Data and Fostering Public Trust and Willingness 10



上記図中で示した、データ利用の各プロセスにおい
て発生するギャップ①～④の説明は以下の通り。

ギャップ①：データ利用の企画検討段階での、倫理的
に適切なデータへの対処方法に関する不確実性から
生じるギャップ   

データ利用を企画検討するフェーズで、社会や個人の
認識・価値観・期待などを踏まえた倫理的な配慮が必
要である。しかしながら、対処方法に明快な答えはな
い。企画検討主体がどこまでこのギャップを把握する
ことに努めるのかによって、この不確実性から生まれ
るギャップの大きさは異なるのである。

ギャップ②：データ取得段階での、データ主体に対する
説明者の伝え方やデータ主体のリテラシーによって発
生するギャップ

WEBを介した同意文書だけは十分理解されていない
ことを証明する実験がある28。質疑ができる丁寧な説
明が行われるかどうかで、同じ説明内容でも異なった
理解が生じうる。また、同意内容の説明文や利用規約
などの内容は一層複雑化してきている。このことは、
適切なデータ利用方法や利用目的が設計されていた
としても、データ主体に正しく理解されず、本来のギャ
ップを過少もしくは過大に認識してしまう可能性を示
している。

ギャップ③：データ処理から利用、データシェアといっ
た実装時に発生する、検討段階からの差異や想定外
の影響によるギャップ

企画検討段階やデータ主体への説明段階では明確
に予定されていなかった処理や利用が行われる可能
性がある。このような利用は、社会やデータ主体の期
待するものと異なる利用になることも少なくない。こ
れにより、データ主体にとっては、意図していないデー
タ利用がされたと認識することになり、ギャップが発
生、拡大する。

ギャップ④：マスコミやSNS等による報道・情報の偏
り、過度な単純化、歪曲などの発生

データ利用の状況は、報道や情報の偏り、または分か
りやすく伝えようとするあまり、詳細かつ適切に設計
された利用であっても、過度に単純化されたり、例外
的事象が拡大的に拡散されてしまうことがある。その
結果、事実が歪曲して伝わり、ギャップを拡大する可
能性がある。

これらを踏まえると、データの利用者が、社会からの
信頼を得てデータを利用するために取り組むべき内
容は以下の２点である。

＜1＞完全に排除できない社会的不確実性を認識し、
社会においてステークホルダーの特定とその対話な
どを通して信頼を構築することするための取組み

＜2＞データの利用に対する社会からの信頼の崩壊
につながるギャップを縮減するための、設計、説明、実
装の各段階における、信頼のあるフレームワークを用
いた、継続的で一貫した取組み

この２つの取組みはデータ利用者のアカウンタビリ
ティの観点から密接に関わっている。＜１＞信頼構
築のための取り組みをステークホルダーと共有・対話
し、＜２＞ギャップ縮減に取り組むことで、アカウンタ
ビリティを果たし、信頼を構築することにつながる。

図5では、Trust and Willingness Frameworkとデータ
二次利用における信頼構築のプロセスについて示
す。このフレームワークは、世界経済フォーラムより
発行された白書「Rebuilding Trust and Governance: 
Towards Data Free Flow with Trust (DFFT)」で提唱さ 
れたTrust and Governance Frameworkを具体化した
ものであり、＜1＞で示された信頼構築のためのステ
ークホルダーの特定とその対話方法を提示する。＜2
＞で示した取組みの参考となるフレームワークは第
三章で示す。

この項で示すTrust and Willingness Frameworkは、社
会的不確実性が存在する前提において、誰からの、誰
に対する、何に関する信頼を、どのように構築するべ
きか、を概説する。

ー信頼の対象（何に関する信頼か）

信頼の対象についてBarberは以下２種類に区別して
いる29。 

①役割を遂行する能力

②信託された責務と責任を果たすこと

①は能力、②は意図、に対する信頼として整理される。

ー被信頼者（誰に対する信頼か）

データ利用者が法人である場合、被信頼者（Trustee）
はデータ利用者である法人に限られない。データ利
用者が属している業界や、事業を行っている国・制度
も被信頼者（Trustee）となり得る。また、データ主体で
ある法人の従業員が説明し同意取得することを想定
すると従業員も被信頼者となる。

ー信頼者（誰からの信頼か）

データ利用者にとって、信頼者（Trustor）はデータ主体
だけではない。一般消費者や有識者、消費者団体や
監督官庁やマスコミなど、データ利用に係わる様々な
ステークホルダーもまた信頼者である。

社会的不確実性を前提とした信頼構築
のためのフレームワーク

2.3

 法的制裁に頼る従
来のガバナンスでは、
イノベーションおよ
び開発意欲が委縮・
阻害されることや、過
度に軽い制裁しか行
えないことがある。

Good Data: Sharing Data and Fostering Public Trust and Willingness 11



信頼は予測の終わるところから始まる― Lewis & Weigert.30

信頼を構築する方法を考える際、信頼と信頼性につ
いて理解する必要がある。

重たい懲罰があるがゆえに行動に対する信頼が生
まれたり、ISOなどの認証制度から認証を得ることで
信頼が得られる場合もある。これらは、データ利用者
が動機・行動・能力を客観的に示すこと、つまり信頼性

（Trustworthiness）を示すことで信頼を構築する方法
である。

例えば、重たい懲罰で被信頼者の行動を合理的に
統制することは、不確実性を縮減するために信頼性

（Trustworthiness）を利用する伝統的なガバナンス 
手法の１つである。データ利用の文脈においては欧 
州のGDPRによるデータガバナンスも信頼性からのア 
プローチの１つと言え、その有効性は既に述べた通 
りである。しかしながら、法令によるサンクションに依 
拠したガバナンスについては、以下のような問題が提 

起できるだろう。

– 技術進歩が目まぐるしい時代において、法令のみで
のガバナンスでは、その変化に適切に対応することが
出来ず、その結果真に社会的価値を守ることは出来
ない 。

– イノベーションおよび開発意欲が委縮・阻害される
ことや、過度に軽い制裁しか行えないことがある

このように、信頼は、この信頼性（Trustworthiness）の
単なる反映であるとは言い切れない。信頼は信頼性
には還元しきれない、それ独自の意義があり、信頼性
からのアプローチのみでは信頼を構築するには足ら
ないのである。われわれが提唱するフレームワーク
は、客観的に信頼できる条件としての信頼性を示すこ
とはもちろん、データ主体が主観的にも信頼できるよ
うなデータ利活用を目指すものである。

信頼構築のためのフレームワーク図 5

被信頼者
（データ利用者等）

信頼者
（データ主体など）

データ
主体

データ
利用者

説明者

制度

データ
自体

第三者提
供先

サプライ
チェーン

国

業界

その他関
係者

有識者

監督
官庁消費者団体

一般
消費者

信頼者 被信頼者 信頼の対象

能力

意図

出典：世界経済フォーラム

ー信頼の構築方法

認知症へのTrust and Willingness frameworkの適用2.4

Trust and Willingness Frameworkは、イノベーションを
加速させるためのツールとして使うことができる。例
として、表2では本フレームワークを利用した認知症と

ともによく生きる社会に向けたデータ利活用に関す
る信頼構築に向けたアクションについて示す。
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認知症へのTrust and Willingness Frameworkの適用表 2

社会全般

• 1 2 3 4 信頼性

業界
サプライチェーン

事業者

監督官庁

• 1 2 3 4 信頼性

事業者

消費者団体・

当事者団体

• 1 2 3 4 信頼性

社員

社会全般

•

•

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

信頼性

信頼性

介護事業所利用者本人・
家族

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•
•

•

•
•
•

•

•
•

•

•
•
•

•

•

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

信頼性

信頼性

信頼性

信頼性

信頼性

信頼性

公的機関からの利活用ガイドライン

業界団体等による事業者の認証制度

業界自主ガイドライン

介護データの匿名加工処理に対するガ
イドライン等

目指す社会像に関する産学官民での
合意

アカデミア関与によるデータ倫理に関
する取組み

事業者による自発的なガバナンスに関
する取組み

産学官民連携によるELSIへの取組み

人間関係の構築

対面による分かりやすい説明、ツール

メディアコミュニケーションの実施

利用目的やプロセスへの第三者レビ
ュー

対外的なコミュニケーションによる透明
性の担保

社内におけるガバナンス体制構築

社内でのポリシーやガイドライン作り

社員リテラシー向上

技術やセキュリティの情報開示、コミュ
ニケーション

上記取組みに関する情報発信

マルチステークホルダーによるコミュニ
ケーションの継続

サービス構築のプロセスへの関与

データ利用関する本人や家族へのフィ
ードバック

サービス構築のプロセスへの関与

ユースケース毎のELSIに関するコンセ
ンサス形成

産学官民連携によるELSIへの取組み

ユースケース毎のELSIに関するコンセ
ンサス形成

信頼者
Competence Motive

信頼の対象 縮減可能な
ギャップ 信頼性被信頼者 具体的なアクション

有識者

介護事業所利用者本人・
家族

メディア

リテラシーの高い
一般消費者

一般消費者

出典：世界経済フォーラム
ギャップ①：データ利用の企画検討段階での、倫理的
に適切なデータDataへの対処方法に関する不確実
性から生じるギャップ   

ギャップ②：データ取得段階での、データ主体に対す
る説明者の伝え方やデータ主体のリテラシーによっ
て発生するギャップ

ギャップ③：データ処理から利用、第三者提供といっ
た実装時に発生する、検討段階からの差異や想定外
の影響によるギャップ

ギャップ④：マスコミやSNS等による報道・情報の偏
り、過度な単純化、歪曲などの発生
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第三章 Good Data 
Framework―倫理的に配
慮されたデータ取扱いフレ
ームワーク―

3

第一章、第二章を通して、データ利用主体が信頼の喪
失を避けるための実践的なフレームワークが不足し
ていることについて述べてきた。これを受けて、この第
三章では以下の内容を示す。

(1)倫理的に配慮されたデータ取扱いフレームワー
ク：Good Data Framework 

(2)本フレームワークを使う際に意識すべき、データ利
用のユースケース分類方法

(3)本フレームワークで示した論点のうち、データ利用
の黎明期において重要な点

(4)本フレームワークを活用したImpact Assessment
の推奨

本フレームワークは、以下のプロセスを経て構築され
たものである。

•  データ利活用に対する社会からのネガティブな反
応の事例からの示唆

•  データ利活用に関するヒヤリング

•  倫理的なデータ利活用に関するベストプラクティス
事例からの示唆

•  有識者とのディスカッション

データプロセスの分け方などは、「プロファイリング」
に関する先行研究を基礎としたものである31。本フレ
ームワークは、法令遵守に止まらず、倫理的・社会的
課題まで意識することに関心のあるデータ利用主体
の方々にとって役立つものになることを目指して作ら
れている。

一方で、本フレームワークは、今後の情報法制や世論
の変化や技術進歩によって、必要に応じて改編してい
くべきものである点につき、ご留意頂きたい。

倫理的に配慮されたデータ取扱いフレームワーク3.1

データプロセスを５つ（企画・データ取得（説明の実
施を含む）・データ処理・データ利用・データシェア）に
分けた。表3のGood Data Frameworkでは、それぞれ
のフェーズにおいてデータ利用主体が留意すべきポ
イントを示す。このフレームワークは、データ利活用に
おいて払うべき倫理的配慮のチェックポイントについ

て網羅的に整理したものである。このフレームワーク
を活用することで、データ利活用に対する社会からの
信頼の喪失につながるギャップを縮減することがで
きる。(なお、世界経済フォーラムより発行したBriefing 
Paperにて、各ポイントについてより詳細に示している
ため、併せて参照頂きたい。 )32

このフレームワークを活用することで、データ利
活用に対する社会からの信頼の喪失につながる
ギャップを縮減することができる。
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企画

データ
取得

データ
処理

データ
利用

1-1

1-3

2-1

3-2

3-4

4-1

4-3

4-5

4-7

4-9

2-3

1-4

2-2

3-1

3-3

4-2

4-4

4-6

4-8

3-5

1-2

データ利用の適否判断

データ利活用を行う組織における、エシックス・バイ・
デザインの導入検討

データの適正な取得、適切な同意取得方法

データの処理・分析・評価段階における、データ主体以
外のステークホルダーのリスクの検討

アカウンタビリティ（答責性）に配慮したモデルの導
入検討

プロファイリングやAIなどを活用する場合における人
間関与原則の検討

安全管理措置の実施

 データ分析結果や構築された健康スコア等の開示・ 
訂正・利用停止・同意撤回等の手続の整備や取扱い

データ利用・分析・評価に関するリテラシー向上

 監査可能性への配慮

データセットの偏向に関する配慮

利用目的やビジネスモデルに対するご本人や社会か
らの理解・共感が得られるかの検討・確認

データ取得時のユーザー・インターフェース等の工夫

データの分析・評価段階におけるプライバシー侵害リ
スクの検討

公平性に配慮したデータ分析や学習技術の導入検討

答責性への配慮

データ内容の正確性の確保

死亡時等のデータの取扱いについての整理

データ主体やサービス提供相手等の反応の精査・検討

その他の社会的価値への配慮

データの利用目的を明確にする

企画・設計の段階で、データ利用により実現される価値・利益を明確
に整理しておくこと

法的、倫理的、社会的なリスクを抑制するサービス設計を検討する
こと

データ利用のために必要なデータを適正に取得すること。個人情報
の取得については、適切な同意取得方法により取得すること。

データ分析・評価の可否について、データ主体以外への影響やリス
クを検討し配慮すること

答責性、説明可能性、解釈可能性、透明性などに配慮し、利用したデ
ータの特定や解釈可能なモデルの導入を検討すること

プロファイリングやAIを利用した評価プロセスに対する人間関与を
検討すること

扱うデータ自体やデータ処理による結果が個人に与える影響の重要
性を鑑みて、安全管理には細心の注意を払うべき

データ主体や被評価者からの苦情処理手続きを整備すること

データ活用を行う者が適切にその結果と向き合い、その評価ができ
るようにするための教育を行うこと

監査可能性（Auditability）を確保すること

データセットの偏りをチェックすること

社会や市民の目線・文脈で、データ利用への不安や懸念・不快感な
ど持たれず、理解・共感が得られるか確認すること

データ主体の意思決定を実質的に支援するための工夫を行うこと。

データ分析・評価の可否について、プライバシー侵害リスクを検討
すること

社会的公正や反差別に配慮した技術的対応の導入についてプロダ
クトの目的と照らし合わせて検討すること

データ利用による影響や過程について、被評価者や他のステークホ
ルダーに非専門用語で説明できるよう配慮すること

データ内容の正確性、真正性を確保すること

死亡時やサービス利用停止後におけるデータ取扱いに関して、同意
取得時に明示しておくこと

データ主体やサービス提供相手等への行動・選好に影響を与える可
能性があるため、考慮に入れて設計すること

公平性・答責性・透明性以外の社会的価値にも配慮すること

どのようなデータを、何の目的のために利用しているのか明確にす
ること。

倫理的に配慮されたデータ取扱いフレームワーク表 3
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シェア

5-1

5-3

5-2

データ主体等への影響を考慮した、第三者への提供お
よびそのガバナンスの検討

ガバメントアクセスへの対応

データ分析結果や構築された健康スコア等の第三者
提供する手続の確認

データ提供先での利用目的や転々流通に対する制限、再識別の
禁止などについて、提供時の契約等によってガバナンスすること

警察等の国家機関からの照会に対する対応方針を定めておくこと

データ分析結果を第三者提供する場合の配慮

データ利用のタイプ分類3.2

上記チェックポイントは、データ利用におけるチェック
ポイントを網羅的に整理したものであるが、利用する
情報や利用目的によって、留意する点は変わってくる。
ここでは、利用する情報を個人情報か否か、利用目的
がデータ主体への直接的ベネフィットとなる利用か

否か、の４象限に分け、６パターンのユースケースに
整理をした(図6)。併せて、認知症や介護などをめぐる
超高齢社会におけるソリューション事例を示す。それ
ぞれのユースケースにおいて特にポイントとなる点
について、更に議論を深めることを推奨する。

2

本人へのベネフィットとなる
非個人情報利用

1

本人へのベネフィットとなる
個人情報利用

5

Big Data利活用

3

データ収集時に
人への介入が伴う場合

4

人への介入が伴わない場合
(例)データ二次利用

【利用目的】
データ主体への価値還元

【利用目的】
イノベーションや公益実現

（間接的にはデータ主体へ価値を還元）

【利用するデータ種類】
非個人情報

(Ex.匿名加工情報）

【利用するデータ種類】
個人情報

（仮名加工情報含む）

6

Authorized public purpose access

Opt-in or  通知 Opt-in or 通知以外の適法根拠

データ利用のタイプ分類図 6

※ 仮名加工情報：他の情報と照合
しない限り特定の個人を識別でき
ないよう個人情報を処理し、得られ
たデータ。

出典：世界経済フォーラム

出典：世界経済フォーラム

倫理的に配慮されたデータ取扱いフレームワーク表 3
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①データ主体へのベネフィットとなる個人情報利用

自社サービス品質やユーザー体験向上のための利用
などが該当。構築されたアルゴリズムやモデルを利用
し、データ主体への価値提供として社会実装するケー
スも該当する。

•  例）AIケアプランシステムを利用した個別化された
ケアプラン構築、連携してケアを行う他種職とデー
タを共有し、医療介護サービスを向上

②データ主体へのベネフィットとなる非個人情報利用

①同様、自社サービス品質やユーザー体験向上のた
めの利用、または構築されたアルゴリズムやモデル
を利用し、データ主体への価値提供として社会実装す
るケースが該当。ただし利用するデータは非個人情
報。

•  例）銀行口座残高の変動によって詐欺等の可能性を
検知するサービス

③データ収集時に人への介入を伴う場合（個人情報
利用によるイノベーションや公益実現）

運動や食事指導など人に介入することにより得た情
報を利用した商品サービス開発、効果検証などが該
当。

•  例）認知症予防（運動や食事指導）の効果検証

④データ収集時に人への介入を伴わない場合や、デ
ータの二次利用の場合（個人情報利用によるイノベー
ションや公益実現）

基幹業務等で収集されたデータについて、同意を得
ている範囲において、匿名加工処理せずに二次利用
し商品サービス開発する場合、センサーにより収集さ
れる情報利用、または他のデータベースと名寄せし結
合して利用するケース等が該当。

•  例）データを匿名加工処理せずに個人情報として利
用する（⑤と類似の利用目的）、センサーで収集する
情報利用、他のデータベースと名寄せ等により結合
してから利用する場合

⑤ビッグデータ利活用（非個人情報利用によるイノベ
ーションや公益実現）

基幹業務等で収集されたデータを匿名加工処理する
など非個人情報処理をした上で二次利用し、アルゴリ
ズムやモデル構築などサービス開発を行う事例が該
当

•  例）AIケアプランのアルゴリズム構築、AIによる認知
症ケアの形式知化、介護コンサルティングモデル構
築、健康状態推移予測モデル構築

⑥Authorized Public Purpose Access33（明示的な同
意に依らないデータ利活用）

災害時にデータ主体への治療のための医療関係者
間でのデータシェアや、悉皆性を担保することが必要
な疾患レジストリへのデータ収集などが該当

•  例）災害対策基本法に基づいて、事前に要支援者と
してリスト登録を行い、災害時の支援のために自治
会等でその情報を共有する、疾患レジストリによる
医学研究、政策検討へ利用

データ利用の黎明期におけるガバナンス3.3

世界経済フォーラム第四次産業革命日本センターは、
本白書でこれまでに示した、「構築すべき社会的信頼
のフレームワーク（第二章）」と「倫理的に配慮された
データ取扱いフレームワーク （第三章）」を利用し、認
知機能低下が見られる方も含まれている介護データ
利活用に関する信頼構築に関心のあるステークホル
ダーと共に、パイロットプロジェクトとして取組めない
か、検討を進めている。

認知症という社会課題解決のために、データの二次
利用やデータシェアが貢献することへの期待は高ま
っているが、データによってどのような価値が生み出
せるのか、未だ手探りの状況であり、黎明期と言える。
こういったある産業における黎明期においても、倫理
的に配慮されたデータ利用の重要性は言わずもがな
であるが、一方でその度合いにはバランスが必要で
あるとも言える。

アルパーンは、技術者倫理として考慮すべき「しかる
べき配慮」の度合いについて、「迫っている危害の規
模、そして人が危害の産出において果たす役割の中

心性の関数」とみなすことを提唱している34。データ利
用に関して言えば、たとえば、現在Googleなどビッグ
テック企業におけるデータ利用に関して様々な社会
的価値への配慮の必要性の議論が挙がっているが、
創業時1998年に現在のような社会的責任をGoogle
に求める者はいなかったであろう。「迫っている危害
の規模、そして人が危害の産出において果たす役割
の中心性の関数」とは、事業会社で言えば事業規模
に近いかもしれない。事業開始時は顧客数も少なく
社会に与える影響は小さかった事業であっても、事業
が拡大し顧客が増えていくことによって、社会に与え
る影響は大きくなり、それに伴い、しかるべき配慮の
度合い、つまり社会的責任は関数的に増えていくと言
える。彼はここで導かれた原則を「比例的配慮の帰結」

（Corollary of Proportionate Care）(図7)と呼び、次のよ
うに定式化する。

「より大きな危害の一因となる立場にある場合、ある
いは他の人よりも危害を生み出すさいにより重要な
役割を演じている場合、人はそうするのを避けるよう
に、よりいっそう配慮しなければならない。」35

 社会に与える影響
が大きくなるにつれ、
社会的責任は関数的
に増えていく。
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社
会
的
責
任

危害の規模と事業者が果たす役割の中心性
（≒事業スケール）

比例的配慮の帰結図 7

データ利用やプライバシーの議論は、抽象的な議論
では保守的な意見が多くなりがちであり、黎明期にお
いては決してプラスに働かない。従って認知症という
社会課題解決のためのデータ利用に関する社会的信
頼構築に向けて今行うべきは、各関係者が担う役割
を具体的に実行するにあたり想定される論点や課題

を産学官民それぞれの立場から意見を交わすといっ
たコミュニケーションである。これにより、様々なバイ
アスや情報リテラシーの差などによって発生するギャ
ップを縮め、データ利用者として実現したいことを正
しく、関係者に理解してもらうことが重要だと考える。

日本の介護は世界の未来 －慶應義塾大学医学部医療政策・管理学教室 教授 宮田裕章

出典：世界経済フォーラム

世界でも高齢化が進む中、最も先行している日本に
おいて、介護や認知症といった超高齢社会における
社会的課題に対する適切なデータ利用の在り方を示
すことは、今後同様の課題に直面する世界に対して
重要な意味を持つ。本白書を利用した、日本におけ
るパイロットプロジェクトに期待する機能・役割を整
理すると以下の通りである。

•データ利活用によって実現したい社会や暮らしの
理想像と、その実現に向けて各関係者が担うべき役
割を産学官民で合意すること

•データ利用者として実現したい価値や解決したい
課題を正しく、関係者に理解してもらうこと

•各関係者が担う役割を実行するにあたって想定さ
れる論点や課題を産学官民それぞれの立場から意
見を交わすことで、様々なバイアスや情報リテラシー
の差などによって発生するギャップを埋めること

本章で示した倫理的に配慮されたデータ取扱いフレ
ームワークを踏まえると、日本におけるパイロットプ
ロジェクトにおいては、前述の通り、特に企画検討段
階における「(1-4）利用目的やビジネスモデルに対す
るデータ主体や社会からの理解・共感が得られるか
の確認」に該当する。

A pilot project in Japan: Providing important lessonsB O X  2
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本チェックポイントを活用したHuman Impact 
Assessmentの提唱

3.4

上記で示したチェックポイントを活用し、実施しようと
しているデータ利用方法に関する影響評価を行うこ
とを推奨したい。欧州委員会ではGDPRにおいて、デ
ータの取扱いが「自然人の権利及び自由に高いリス
クをもたらすことが予想される」場合においてデータ
保護影響評価（Data Protection Impact Assessment）
を実施することを義務付けている36。この影響評価で
は、プライバシーへの影響が中心ながら、言論の自
由、思想の自由、移動の自由、差別の禁止、自由の権
利、良心及び宗教といった他の基本的な権利にも関
連することが示されており、本白書で守りたい価値と
同じと言える。上記で示したフレームワークは、データ
利用者がリスク評価とその対策を検討するにあたっ
て参考になる。

また、ここでは、GDPRで定められているデータ保護
影響評価に加えて、データ利用によるベネフィットの
部分にもフォーカスを当て、明確にすることを含めて

Human Impact Assessmentとして実施することを推
奨したい。これは、データ利用によって、データ主体に
限らず、誰にどのようなベネフィットがもたらされるの
か、ということは、データ主体である個人にとっても、
社会としても、そのデータ利用に対するスタンスを考
える上で極めて重要な意味を持っており、データ利用
者が社会的信頼を得る上でも重要だと考えるからで
ある。

Human Impact Assessmentは、政府など監督官庁に
よるデータ利用者へ義務付ける監督ツールではなく、
データ利用者が、自らがデータ利用によって解決した
い課題や提供したい価値・相手を明確にし、そのこと
を適切にステークホルダーとコミュニケーションを行
うことで、結果的にデータ利用者に対するデータ主体
や社会からの信頼が高まり、データ利用によるイノベ
ーションが促進されることを期待するものである。

Good Data: Sharing Data and Fostering Public Trust and Willingness 19



第四章　「通知と同意」から
Trust & Willingnessへ

4

本書で述べてきたデータ利用は、データの利用者が、
データ主体である個人へデータの利用目的などを通
知し、データ主体が同意することを前提としてきた。「
通知と同意」は、現在データの利用の際の多くの事例
の適法性根拠となっている。したがって現時点では、
多くのデータ利用者にとって通知と同意を前提とした
社会からの信頼構築を考えることになるだろう。一方
で、この「通知と同意」モデルによるデータの利用に
は課題があることが、世界経済フォーラムから発行さ

れている白書「Redesigning Data Privacy: Reimagining 
Notice & Consent for human-technology interaction」 37

で指摘されている。本章では、まず「通知と同意」モデ
ルの背景と現状からその課題を考察する。その上で、
社会からの信頼（Trust）とデータ提供へのポジティブ
な意思（Willingness）を醸成するためのモデルとして「
通知と同意」に依らないデータ利用への期待を述べ
る。

ー「通知と同意」モデルの背景と現状

ー「通知と同意」モデルの課題

OECD8原則からGDPRまで続く重要なコンセプトとし
て、個人の情報自己決定権を担保するための「通知と
同意（Notice & Consent）」モデルがある38。また、EU以
外の多くの国でも「通知と同意」を個人情報の取得や
利用・第三者提供に関する適法性根拠としている。

オプトインによる同意取得を踏まえたデータ利用の
場合、通知内容（同意文書）からは読み取れないよう
なデータ利用は、データ主体にとってネガティブな驚
きに繋がる。ギャップを減らすことで、そうした「驚き」

を減らすことが信頼に繋がることは既に第二章で述
べたとおりである。

データの取り扱いに限らない「同意」に関する倫理的
な検討としては、医学研究・先端医療の領域におけ
る、患者や研究協力者に対する「インフォームド・コン
セント」の議論がある。インフォームド・コンセントは、
医療倫理に関する、自律尊重（respect for autonomy）
の原則として求められるものとされている。

「通知と同意」モデルは、同意の局面において、デー
タ主体がプライバシーポリシーなどを熟読することを
前提している。しかし、実際には、プライバシーポリシ
ーなどを熟読するデータ主体はごくわずかである。ま
た、データ主体が真面目にプライバシーポリシーを読
む場合には、同意疲れが発生する。このような状況が
IoT（Internet of Things）の進展により深刻化する可能
性も指摘されている39。本白書では、適切な同意の重
要性を述べ、個人のデータ利用に対する認識や期待
と、データ利用の実態のギャップを縮減するための工
夫の必要性を示した。しかし、個人が利用する端末や
サービスが膨大化・重層化していくなら、いずれ人間
の認知能力の限界を超える。つまり、データ利用に関
する膨大な前述のギャップを、全て、適切な通知と同
意によって縮減しようというアプローチは機能しなく
なる可能性がある。

ゲノムデータのように、一つのデータが複数の関係者
に関わるデータに関しては、関係するすべてのデータ
主体に対して通知と同意を行っていくことが高コスト
となってしまうという課題もある。また、認知症高齢者
における意思確認には困難があることなど、ある個人
の瞬間的なautonomyへの依存には限界がある。医療
は本人の生命や健康を守るといった本人への直接的
なベネフィットがある行為であるが、データの利用は、
データ主体である本人に直接的なベネフィットがな
い場合もある。このようにデータ主体である本人に直
接的ベネフィットがない場合、データ主体のautonomy
を尊重することの重要性という重要なコンセプト
と、autonomyの限界という実態の中で、どうするべき
かということは更に難しい問いである。

本書で示した二つのフレームワークは、通知と同
意によってデータ利用者が免責されることを前提
にしていない。
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「取り残されていると感じる」―ある会議における認知症当事者の方からのコメント

前述で、一般市民との相互対話型のプロセス（科学コ
ミュニケーションによるアプローチ）の重要性を説明
したが、マルチステークホルダープロセスの重要性も
改めて強調しておこう。

データに関する政策やイニシアチブを検討実施する
過程において、データ主体である消費者や消費者団
体といったマルチステークホルダーにも関わって頂
くことは重要であり、有効なアプローチと言える一方
で、そういった方々が「形式的な」関与になってしまっ
ているケースも増えてしまってはいないか。無意識の
うちに、そういったことを助長する形になってはいな
いか。

様々な立場やバックグラウンドを持つマルチステーク
ホルダーが集まるということは、背景知識の差が生ま
れることは自然であり、そういった方々がフラットな立
場で議論するためには、様々な合理的配慮が求めら

れる。それは会議当日の進め方（話すスピードや使う
言葉など）や、事前準備による目線合わせなどもその
配慮に含まれる。

また、このような議論の場は、通常、誰かが実現した
いことを踏まえた課題設定が第一ステップとして存在
し、その後第二ステップとしてその課題解決に向けた
議論が行われ、第三ステップで解決方法の決定・実行
という流れが考えられるが、この第二ステップから関
わるケースも散見される。しかし、これでは実現したい
ことへの意見反映が限定的もしくはされない可能性
もあり、形式的なものと言わざるを得ない。マルチス
テークホルダープロセスの有用性や活用シーンが社
会に浸透しつつある今だからこそ、改めて、適切な合
理的配慮が行われているか、より適切で実行性が高
いマルチステークホルダープロセスが求められてい
る(図8)。

ー信頼者である社会・市民との対話（科学コミュニケーションの活用）

通知と同意を適用性根拠としないモデルの実装にお
いては、マルチステークホルダーによる議論を踏まえ
た社会的な合意形成が重要であることを述べた。しか
し、専門家と市民のリスク認知の比較研究を整理する
と、一方通行の情報発信や有識者のみによって議論
されたリスク評価は、市民にとって受容されにくいこ
とが示されている。また、一方通行の情報発信だけで
は専門家の判断と市民の感覚との差が発生すること
が指摘されている。これらは、データ利用の文脈にお
いても生じる問題であり、マルチステークホルダーに
よる合意形成を進める上で重要な観点となる。そこで
我々は、科学コミュニケーションからのアプローチの
併用を推奨する。

科学コミュニケーションという用語が示す範囲は非常
に広い。その中には、科学技術を大衆に分かりやすく
伝え、あるいは社会の問題意識を専門家にフィードバ
ックするなど、専門家と社会・市民との間のコミュニケ
ーションを促進することも含まれる。例えば、デンマー
クのコンセンサス会議や英国のサイエンスカフェな
どの仕組みがそれである。

科学技術が社会実装され、新たに価値が創造され、
社会が変容していく過程においては、その科学技術を
社会がどう受け入れるかが重要となる。しかし、専門
家と市民はそれぞれ別の視点からリスクを捉えてい
る40。科学技術による社会の変容が、社会の構成員に
とって明暗両面を持っている以上、各構成員がその明
暗について理解を共有し、どのような社会が望ましい
かを対話し、協働することがますます重要になると言
える。

専門家と市民の対話を円滑に進めるための具体的な
工夫として、対話ツール（情報提供資料）を開発する取
組みもある。市民とのワークショップを通して、テーマ
となる科学（例えばビッグデータ）に関する市民の文
脈での懸念点を明らかにしつつ、技術者や事業者な
どの専門家が市民とともに望ましい技術と社会の在
り方を考えるための対話ツールを開発・進化させるこ
とは、データ利活用といった技術に対する信頼を高め
るために有用な取組みと考える。

ー「通知と同意」に依らないモデル

このように、「通知と同意」というプロセスには人間の
認知能力の限界や、膨大なデータ主体に対して通知
と同意を行うコストが指摘されており、信頼あるデー
タ利用によって価値を生み出すことへの課題となって
いる。

本書で示した二つのフレームワークは、通知と同意と
いうプロセスを前提としつつも、通知と同意によって

データ利用者が免責されることを前提にしていない。
データ利用者が、倫理的に配慮されたデータ利用と
社会との対話を志向することで、データ利用への期待
と実態のギャップを予め縮減し、データ主体のデータ
提供へのポジティブな意思（Willingness）を高めるこ
とを期待している。したがって本フレームワークは「通
知と同意」をデータ利用の免罪符とせず、社会からの
TrustとWillingnessを醸成するためのツールである。
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合理的配慮によるマルチステークホルダープロセス図 8

第一ステップ

実現したいことを踏まえた課
題設定

第二ステップ

課題解決に向けた
議論

第三ステップ

解決方法の
決定・実行

マルチステークホルダープロセスにおける理想的な参加

現状よく見られる、合理的配慮が不十分な参加
出典：世界経済フォーラム

「通知と同意」の限界の例である認知症高齢者に関
して、どのように対処すべきであろうか。ここでは、ア
メリカアルツハイマー病協会（American Alzheimer’s 
Association）が提案したガイドライン41を紹介する。
本ガイドラインは、本人に直接的なベネフィットがな
い場合もある研究において、認知症の人を被験者と
してリクルートする際にどのようなプロセスであるべ
きかを示している。データ主体である本人に直接的
なベネフィットがない、という点においてデータの二

次利用のケースと類似しており、参考となる事例で
ある。

　本ガイドラインでは、リスクは最小リスクか否か、
本人のベネフィットが存在するか否か、の４象限のう
ち、「自律」と「無危害」どちらを重視するべきか意見
が対立する３象限（最小リスクでベネフィットがある
場合を除く）における代諾のあり方を以下の通り示し
ている。

ー「通知と同意」に依らないモデルの事例（認知症の人の研究参加・意思決定支援）B O X  3
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認知症高齢者の研究参加：リスクとベネフィットの程度図 9

※ この図では、プライバシー侵
害のリスクやデータ処理により
発生するリスクは適切にコント
ロールされることを前提として
いるため、リスクの程度を判断
する際には社会的価値(公平性
など)を損なうリスクは考慮さ
れていない。

出典：アメリカアルツハイマー
病協会
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なお、最小リスクとは、National Institute of Mental 
Health (NIMH) では以下の通り定義されている。「当該
研究において予想される危害又は不快の確率及び大
きさが、日常生活において又は日常的な身体上及び
心理上の検査若しくは検査の実施中に通常遭遇する
ものより大きくなく、かつ、秘密性が適切に保護され
ていること。」 42

ベネフィットとは、直接的なベネフィットだけでなく、
潜在的ベネフィットも含まれている。しかし、潜在的ベ
ネフィットには以下のような議論がある。「本人だけで
なく、本人が属する集団の利益も含むべきか」また、「
本人が利他主義者であった場合に社会貢献をベネフ
ィットに含むべきか」といった議論である。

アメリカアルツハイマー病協会のガイドラインでは、
以下のケースを検討している。

A（最小リスク・ベネフィット無し）事前指示（ある患者や
健常な人が、将来自らが判断能力を失った際、自分に
行われる医療行為に対する意向を、前もって意思表
示するための文書）無しでの家族等の代諾可能

B（最小リスクより大きい・ベネフィット有り）代諾可能。
代諾は、本人の事前指示、もしくは最善の利益判断に
よる

C（最小リスクより大きい・ベネフィット無し）①自分で
同意可能、あるいは②研究に関する本人の事前指示
がある時に参加可能。①②どちらの場合も、代理人は
経過を監視する

6パターンのユースケース(図9内の番号1-6)は、図6(
データ利用のタイプ分類)内で示されたものとリンク
している。

米国アルツハイマー協会のガイドラインは、意思決定
能力のある人だけが同意することができるというアプ
ローチ（Competency-based approach）から、周りの人
達との関係に基礎を置いたアプローチ（Relationship-
based approach）への転換の必要性を示唆している。
医療分野で既に行われつつあるShared Decision 
Makingや、assent/dissentは後者のアプローチに該
当する。データ利用に関する同意取得のプロセスの
具体的なフローを図10にて示す。

同意取得することを決定

同意能力の確認

【同意能力有りと判断】
本人に説明する

【同意能力有りとの確認不可】
環境を整えて再度確認

【同意能力に不安がある時】
本人に説明する

※リスクベネフィット評価に
応じて代諾可否、代諾方法
を十分検討する必要がある。
 

家族や後見人にも確認

米国アルツハイマー協会のガイドラインの考え方を、
データの利用に適用する場合、データを取得する際
に最小リスクを超える介入が発生するか否かを整理
する必要がある。民間事業者の基幹業務（例えば、介
護事業者の職員による利用者へのケアサービス提
供）から発生し取得されたデータを二次利用するケー
スを考えた場合、データ取得は基幹業務において既
に取得されているため、データを収集するためにデ
ータ主体である個人への改めての介入はなく、この観
点では最小リスクと言える。データの二次利用の目的

が、サービス開発などイノベーションを目的としてい
る場合、データ主体である本人に直接的なベネフィッ
トはない。この事例の場合は、上記で示した３象限の
うち、A（最小リスク・ベネフィット無し）に該当し、事前
指示無しでの家族等への代諾によるデータ利用が可
能であるという考え方が出来るのではないか、と考え
る。なお、データ利用によって個人のプライバシーや
公平性などの社会的な価値が毀損しないよう、適切
にデータを処理・利用することで最小リスクとなるよ
うにコントロールされていることが前提となる。

ーデータ利用への適用の可能性

出典：世界経済フォーラム

意思決定支援のフロー例図 1 0
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Conclusion

本白書では、第一章でデータシェア・二次利用を含め
たデータ利活用への期待と障壁を示し、第二章・第三
章においてデータ利用に対する社会的な信頼（Trust）
とポジティブな意思（Willingness）を構築するための
実践的なフレームワークを提示した。また、第四章で
は、「通知と同意」モデルとの関係で我々の提案をどう
理解すべきかに関して述べた。これにより、信頼という
多義的な言葉への理解が進み、信頼構築のための具
体的な取組みを伝えることが出来たのではないだろ
うか。

信頼は普段認識することが難しく、失われた時にそれ
が課題として強く認識される類のものであり、特に産
業界においてプロアクティブなフレームワーク構築の
取組みが進みづらい性質を持つテーマである点を認
識することが重要である。このことは、人類は既にセキ
ュリティという分野で経験してきたともいえる。産業界
からするとセキュリティはコストセンターとして認識
され、様々な社会的問題の発生によって法律やガイド
ラインなどが整備され、産業界は「法令で決まってい
るから対応する」といった消極的姿勢での対応が進ん
できた。我々はプライバシーなどデータ倫理において

同じ轍を踏むのか、学ぶべき点があるのではないか。

萌芽的技術・領域において、データ利用に関する社会
的信頼を得るための取組みを産業界が、組織として
進めることは前述の通り容易ではないだろうが、我々
はこの取組みが個々の企業、所属する業界、ひいては
産業界全体の持続可能性に貢献するものと考えてい
る。もっとも重要なのは、データ利活用によってどうい
った価値を実現したいのか、という意思・意図・姿勢
を示し、社会とコミュニケーションを行うことである。
これにより、企業は自身のビジネスモデルやサービス
デザインをブラッシュアップすることが出来、社会から
の信頼構築にもつながると考える。また、官・公共セク
ターも、上記の議論を踏まえて、信頼に関するフレー
ワーク構築をサポートしていくことが期待されるもの
と考える。

世界経済フォーラムは、データ利活用における信頼
構築の重要性を示す取り組みを継続していくと同時
に、先進的な企業や業界などにより成功事例が提示
され、ベネフィットが社会に還元されることを切に期
待する。

もっとも重要なのは、データ利活用によってどう
いった価値を実現したいのか、という意思・意図・
姿勢を示し、社会とコミュニケーションを行うこと
である。
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