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序文

第四次産業革命が直面する課題の中で、社会的信頼
の創造と維持は最も中心的な課題のひとつです。私
たちは、蛇口から水を飲むときやワクチン接種を受
けるとき、メールを送るとき、すでにどこかで誰かが
その活動が安全で公正なものであることを確認して
いるはずだと信頼しています。

今日、私たちが分かち合っている信頼の基盤は、か
つてないほどの緊張状態に陥っています。急速な社
会変化と破壊的なテクノロジーの要求は従来の信頼
構築システムの限界を押し広げ、政府、企業、市民社
会は遅れを取り、苦労しています。

簡単に言えば、信頼とはもはや当たり前のことでは
ないということです。

本白書の目的は、信頼を中心とした第四次産業革命
のガバナンスの課題を俯瞰的に見ることです。本白
書では、デジタル時代のガバナンスに対する最新の
アプローチを概説しており、これを「トラストガバナン
スフレームワーク」と呼んでいます。このフレームワ
ークが、21世紀の大きな疑問に対処するための共通
の指針として役立つことを願っています。

本報告書は部門横断的なものであり、世界経済フォ
ーラム、日立製作所、経済産業省（独立した国際機
関、企業、政府機関）の共同研究の成果です。そして
本白書に記載している信頼とガバナンスの問題は、
全ての人に関わる問題であり、その解決には幅広い
ステークホルダーの対話とコンセンサスが必要であ
るという認識の下、信頼とガバナンスの問題を総合
的に捉えようとしています。

そのような第四次産業革命に向け信頼を中心とした
新しい「オペレーティング・システム」を提案するにあ
たり、私たちは、新しい技術が生み出す利益を最大
化し、それらが広く公正に分配されることを保証しつ
つ、その欠点を最小限に抑えることを目標としていま
す。人工知能、ビッグデータ、IoT等のイノベーション
は、食料安全保障からエネルギー効率、医療に至る
まで、世界で最も重要な問題を解決する可能性を秘
めている一方、ガバナンス上の課題をもたらす可能
性も抱えています。

そして、それらの技術の多くはデータに依存していま
す。情報を収集し、共有し、分析することは、デジタル
経済の中核となる価値創造活動です。しかし信頼が
なければ、情報の流れが止まり、イノベーションは停
滞してしまいます。デジタル技術がもたらす潜在的
な弊害から人々や社会を守るための最善の方法は、
データの流れを妨げる障壁を作ることだと考える人
もいます。私たちはたとえそれが実現可能であった
としても、望ましいことだとは考えていません。デジ
タルとフィジカル空間が不可分に結びついた時代を
日本では「Society 5.0」と呼んでいますが、データの
流れをより安全に、より透明に、より信頼できるもの
にすることが、より良い選択肢です。これは、安全で
信頼性の高い国境を越えたデータ共有を促進しよう
とする日本政府のデータ・フリー・フロー・ウィズ・ト
ラスト（DFFT）を推進するための前提であり、本白書
のトラスト・ガバナンス・フレームワークの前提でも
あります。

私たちは、このような創造的で包括的な新しいアプロ
ーチを用いることで、データとテクノロジーを全ての
人のために機能させることができると信じています。

中西宏明

株式会社日立製作所　	
取締役会長

ジェレミー・ユルゲンス

世界経済フォーラム　	
取締役員

平井 裕秀

経済産業省　	
商務情報政策局	局長
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エグゼクティブサマリー

第四次産業革命時代のデータフリーフロー（データ
の自由な流通活用）の大前提となるトラスト（信頼）
を再構築する〜トラスト・ガバナンス・フレームワー
クの提案〜

本白書では、第四次産業革命がもたらす構造的な変
化を明示し、アジャイルに信頼を構築し続ける第四
次産業革命時代のガバナンスのあり方を、「トラスト・
ガバナンス・フレームワーク」として提案する。

なぜトラストを中心に扱うのか

「信頼が強く意識されるのは、それが壊れ失われつ
つあるときだ」

工藤郁子　プロジェクトリード　世界経済フォーラ
ム第四次産業革命日本センター

第四次産業革命を牽引するデジタル化やAI（人工知

能）等のテクノロジーは、パーソナライズされたサー
ビスなど、私たちの生活に恩恵を与えている。一方、
これらは社会の複雑性や不確実性を高め、人々が新
しいサービス・製品を信頼できるか判断することを
難しくしている。

また、フィジカル空間とサイバー空間の融合、AIやデ
ィープラーニングなどの新しい技術は、前提としてい
た社会構造を大きく変容させている。その結果、従来
のガバナンスの実効性は失われ、信頼の維持を困難
にしている。

第四次産業革命が進む中で、人への信頼、サービス、
システム、制度への信頼、社会全体として互いを信頼
する環境作りがますます難しく、かつ重要になる。信
頼が不足している状態では、社会システムは機能せ
ずイノベーションも進まない。信頼の再構築は喫緊
かつ最重要事項である。

信頼の連鎖構造図1 
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Source: World Economic Forum
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After4IRにおける信頼再構築のメカニズム

	– 市民、ユーザーの信頼を獲得するためには、彼ら
の期待を把握する（トラスト）。

	– その期待が達成されている事実を蓄積すると同
時に、それを市民、ユーザーに伝え、理解してもら
う（トラスト←トラストワージネス）。

	– またその事実の蓄積は、実効的なガバナンスに
より担保される（トラストワージネス←ガバナン
ス）。

	– かつそのガバナンスも市民からの信頼があるこ
とで十分に機能する（ガバナンス←トラスト）。

このように信頼の連鎖が途切れずに続くことで信頼
は担保される（図1	 信頼の連鎖構造）。しかし、この連
鎖が長大になることは、個人の判断コスト、ひいては
社会全体のコストの増大につながる。この連鎖を断
ち、自身でトラストワージネスの存在を証明するガバ
ナンスであるトラストアンカーを構築しなければなら
ない。

また信頼を再構築し、維持し続けるためには、社会の
変化に対応するアジャイルなガバナンスと信頼の獲
得方法が求められる。図２アジャイルな信頼構築プ
ロセスは、複数のレイヤーでマルチステークホルダ
ーが相互に連携しながら、アジャイルにガバナンスを
実施し、継続的に信頼を構築し続けるためのプロセ
スを表している。

第四次産業革命下の相互依存的で複雑な世界では、
社会の潤滑油である信頼が損なわれる危機にあり、
経済、環境、社会、技術面等の様々な課題に単独で立
ち向かうことのできる組織は存在しない。世界経済
が現在のパンデミック（世界的大流行）の影響から回
復するためには、信頼を再構築しステークホルダー
間の協力を強化して革新的で大胆なイノベーション
を推進することが不可欠である。

様々な分野で直面している課題は密接に関係してい
るため、分野の垣根を越えステークホルダーが互い
に連携しながら取り組む必要がある。

本白書ではそれらの課題をトラストとガバナンスの
関係で整理することで、連携のための共通視点と議
論の枠組みを提供する。

3: Governance of Governance Loop2: Trust Governance Loop1: Trust Building Loop
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本白書は、分野ごとに独立して議論されることが多
い第四次産業革命に付随する諸課題について、トラ
スト（信頼）とガバナンスを切り口として共通の見取
り図を示すものである。

現在行われている各分野での取り組みは、相互に密
接に関連している。しかし課題の設定の仕方や用語な
どが異なるため、分野の垣根を越えた議論の積み重
ねは困難で、社会全体の合意形成につながりにくい。

世界経済フォーラム第四次産業革命日本センターで
は、経済産業省や日本国内の企業、アカデミアとも協
力しながら、様々な分野の根底に共通して存在する
問題に対する解決策を探る取り組みを行っている。
本白書はその一環として、各分野の専門家が知識や
視点を共有し、社会の全体最適に向けて連携するた
めの枠組みとして、「トラスト・ガバナンス・フレーム
ワーク」を提案する。

世界経済フォーラムは、新型コロナウイルス感染拡
大によるパンデミック発生後の2021年1月に開催
した「ダボス・アジェンダ・ウィーク」のテーマを「A 
Crucial Year to Rebuild Trust」と設定した。現在の相
互依存的で複雑な世界では、経済、環境、社会、技術
面等の様々な課題に単独で立ち向かうことができる
組織は存在せず、世界経済がパンデミックの影響か
ら回復するためには、信頼を再構築し国際協力を強
化して革新的かつ大胆なソリューションを育むこと
が不可欠だと呼びかけた。

このように信頼をテーマとする検討や取り組みは、
特にデジタル時代の技術の不確実性への対処とい
う切り口で、近年多様な分野で行われている。2017

年にOECDから発出されたTrust and Public Policy1 
や、2019年のダボス会議で日本から提案された
DFFT (Data Free Flow with Trust)2	はその一例であ
る。さらに各国によりAIに関する信頼性ガイドライン
が発出され、またシンクタンクやアカデミアからも信
頼について複数のレポート3が発表されている。

信頼は社会活動を営む上で不可欠なものであり、“
社会の潤滑油4”	 としての機能を果たす。私たちは生
活の中で絶え間なく、信頼に基づいて意思決定して
いる。われわれが容易に「メールを送る」と意思決定
できる理由は、「あのインターネットプロバイダーは
個人のプライバシーを尊重し、私のメールを盗み見
ることはないだろう」と信頼しているからである。

信頼は、近代以降の複雑化した社会を円滑に機能
させるために人類が獲得した知恵である。6しかし近
年、社会は急速に変化し、新しいサービスや製品が
われわれの生活に影響を与えており、その結果、信
頼構築のあり方を大きく見直す時が来ている。

本白書では社会の骨格であるシステム7に対する信
頼構築のあり方（ガバナンス）に焦点を当てることで、
現在の問題の解決および信頼に満ちた第四次産業

革命後の社会（以後、After4IR。日本ではSociety 5.08と
呼称している）	を実現する一助となることを目指す。

2章では、After4IRおよびその過渡期である現在
に、どのような要素がどのような変化をもたらして
いるかについて現状を示す。3章では解決策とし
て、After4IRで求められるガバナンスとトラストの関
係性についてフレームワークを提示し、ガバナンス
のあり方について方向性を提示する。

本白書の目的

なぜ信頼に着目するのか

「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だ」5

 信頼は社会活動を
営む上で不可欠なも
のであり、“社会の潤
滑油” としての機能を
果たす。
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2.1

2.2

After4IRはサイバーとフィジカルが融合し、システム
同士がシームレスにつながり、常に変化し続ける動
的な社会である。従来のガバナンスはこの社会構造
を前提としていない。そのため第四次産業革命が進

む現在、従来型のガバナンスが正しく機能せず、不安
や不信が増大している。After4IRにおいて信頼を維
持するためには、After4IRの特性に合致したガバナ
ンスへとアップデートする必要がある。

第四次産業革命による技術的変化

第四次産業革命がもたらす従来型ガバナンス
の適用限界

After4IRとは、サイバーとフィジカルが融合し、動的に変化し続ける 
再構成可能（Reconfigurable） な社会である

第四次産業革命では、情報技術の進化などによって
次のような変化が生じる。

	– 従来フィジカル空間にしか存在しなかった情報
がデジタル化・データ化され、サイバー空間でAI
等によって日常的に処理されるようになる。

	– さらにこれらは私たちが活動するフィジカル空
間に影響を与え、変化させる。サイバー空間とフ
ィジカル空間の相互作用のペースが加速するに
つれ、従来想定し得なかった頻度やスピードでフ
ィジカル空間に変化がもたらされる。（サイバー・
フィジカル融合）

	– 従来単一の主体が一元的に管理していたデー
タ、ITシステム、OTシステム、サービス、インフラ、
組織（総称して以後、システムと呼ぶ）が、異なる
主体のシステムと相互に接続し連動する。具体的
にどのような連携をするかは設計時に想定でき
ない。（システム・オブ・システムズ）

	– 従来人間からシステムへのインプットを起点に
なされていた情報処理は、After4IRにおいて機械
化・自動化が進むことで、人間の介在なしにAI・ア
ルゴリズムによってなされるようになる。また深
層学習などのアルゴリズムは日々進化していく。

これらの変化は地理的に制約されず、国境を越える。

(1)	法令によるガバナンスの限界

既存の政府機関に代表されるルールに基づく法的ガ
バナンスモデルは、伝統的にルールを定義し、社会の
信頼を得るための主要な責任を担ってきた。しかし
そのような伝統的なシステムには、硬直的で変化に
対応するのが遅い傾向がある。例えば法改正には何
年もかかる場合があり、その間に外部環境、期待、要
件が変化している可能性がある。これは摩擦を引き
起こし、イノベーションを阻害したり、社会的課題に
十分に対応できなかったりする。

定期的に検査し、責任の帰属を決め、法を執行する
という従来の手法も、複数の主体による複雑で流動
的な相互作用により成り立つシステムには適してい
ない。特に意思決定や行動がAI（人工知能）によって
自律的に行われ、人間による直接的な監視がほとん
ど、あるいは全くない場合はなおさらである。例えば
企業の年次報告書や月次状況報告書の情報は、実際
の状況よりも幾分遅れており、リアルタイムに機能す
る必要がある自律型システムには不向きかもしれな
い。また物理サーバーが異なる海外に設置されてい
るウェブ・サービスに対しては、実地の立入検査によ
る法執行は現実的ではないかもしれない。（詳細は
コラム１：ガバナンス・イノベーション	ver2.0を参照）

(2)	責任主体の特定と答責性担保の困難さ

	 従来、サービス提供者とその提供サービスは一対一
で対応しており、その関係は明らかであった。サービ
スに対して何らかの問題が生じた際には、サービス
提供者に対して責任を追求し、損害に対する補償を
求めるのが基本である。しかしAfter4IRでは前述のと
おり、複数の主体がそれぞれのシステムを相互に接
続し、連携することでユーザーに価値を提供すること
が増える。それゆえ何らかの問題が起こった際の責
任所在は不明瞭であり、事故等が発生した際に実効
的に対応できず、被害者が救済されないリスクや損
害が広がるリスクが存在する。

またAfter4IRでは、「自然人や法人のように、問題に
対応する意思と能力（答責性/Accountability）を持た
ないアルゴリズム・AIをどうガバナンスするか」とい
う新たな問題が発生する。従来のソフトウェアは、人
間が設計した内容がそのままプログラムに反映され
ていた。そのため開発者に責任を帰属させ、ガバナ
ンスの実効性を担保することは容易であった。それ
に対してAI（特に、ディープラーニング9を用いている
AI）は、与えられたデータセットから機械が帰納的に
学習する。アウトプットにいたる過程は人間では説
明が困難であり、データセットの内容や学習モデル

 従来のガバナンス
モデルは、第四次産
業革命の技術変化に
より変容を求められ
ている。
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2.3

等様々な要因に影響を受ける。判断根拠を説明する
ことが信頼を確保するための代表的な方法であるこ
とを踏まえると、AIの説明困難性を補うガバナンスの
あり方10を考える必要がある。

このように従来のガバナンスモデルは、第四次産業
革命の技術変化により変容を求められている。

第四次産業革命がもたらす市民生活の変化と 
信頼への影響

市民生活の変化

信頼への影響

第四次産業革命の技術変化はガバナンスに変容を
求めるだけでなく、より直接的に市民生活に変化を
もたらし、市民の信頼のメカニズムも影響を与える。

従来、企業は消費者を性別や年齢層などのセグメン
トで捉えてきた。そのため消費者が購買するのはセ
グメント全体のニーズを満たすために大量生産され
た規格品の製品、サービス、情報であった。		　

After4IRでは、企業は個人のパーソナルデータを大量
かつ自動で収集・分析することができるようになる。
消費者は個人単位でプロファイリングされ、行動は

予測され、そのニーズに合わせて個別化されたイン
ターフェイスを経由して、高い精度でカスタマイズさ
れた製品・サービスを受け取る。この傾向は、アルゴ
リズムが自動で検索結果やクリック数などのデータ
を基に情報の優先順位を個別最適化することでさら
に強化される。そして見えている現実が人によって異
なる状態、他者である政府や企業が本人よりも本人
のことを知っている状況が常となる。			

マス向けの規格品は画一的である分、選択肢が限定
される。そのため発信内容のファクトチェックを行う
ことも、異なる意見や立場を認識することも比較的
容易である。どの程度人気な商品か、類似品と比べ
て適正な価格か、などの信頼を補完する情報や社会
的な手掛かりを確認するための情報源も限られ、か
つ慣れ親しんだものであるからだ。結果として、購買
に至る判断は比較的単純であり、個人にとって意思
決定の負担は相対的に小さかった。		　

一方After4IRでは、他者である政府や企業が、個人が
自身では認識・把握できないような感情や認知・行
動特性、身体的な特徴などを把握し、予測できてしま
う。個人の詳細なデータに基づいて製品・サービス・
情報が個別化されカスタマイズされるということは、
具体的には、経済的な状況予測や交友関係を基に貸
し出し金利を決めたり、疾病情報や遺伝子情報に基
づいて保険料を決めたりするようになる可能性があ
るということである。

これは様々な倫理的懸念をもたらすだけでなく、例
えば提示された金利や保険料が果たして適正か、自
分だけが不当な条件を提示されていないか、などの
妥当性判断も困難にする。高度なカスタマイズによ
って他の選択肢や客観的な比較対象が必ずしも明
らかでなくなることに加え、サイバー空間上で個人
が取引相手や取引内容の信頼性を的確に判断する
ためには、ネット上の評価やレビューなどを適切に
入手し、判断の手がかりとするための新たな能力や
リテラシーが求められるためである。

大量の情報の生成元・発信源を十分に特定し、ファク

トチェックを行うことがますます困難になる中で、個
人は、知らず知らずのうちに他者に介入され、動員さ
れ、コントロール（操作）されるのではないかという
懸念を常に抱くこととなる。そして目の前のニュース
はフェイクなのではないか、ある事象が誰かの陰謀
なのではないか、自らの意思決定がアルゴリズムに
恣意的に操作されているのではないか、といった不
信を払拭するためのコストは高まる11。

このような環境で情報への信頼を担保し意思決定を
行う負担は、個人にとって極めて大きなものとなる。

以上のようにAfter4IRでは、個別化されたサービス
の提供が市民の生活をより便利にする一方で、それ
を実現する仕組みの複雑さや視認性の低さが、サー
ビス、ひいては他者に対する不安、不信につながる。

そのサービスやガバナンスシステムが信頼に足るも
のであることを確認し、信頼に値するものであること
を認識してもらうことが、信頼の土台になければなら
ない。

信頼は、安心やプライバシー、イノベーション、効率性
といった多様な価値が、ひとつの社会で両立すること
を可能にするために必要な概念である。これらの多
様な価値を共存させていくためには、その土台として
社会や他者・技術への信頼を担保・構築することと、
それを可能にするガバナンスが極めて重要である。

After4IRの課題に対応するためには既存のシステム
では不十分であり、After4IRにおける信頼構築のた
めの代替的な枠組みを考えなければならない。
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Below: Getty Images

トラストデザインーAfter4IR
に求められる信頼構築ー
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3.1

本章では、複雑な近代社会を営む上で不可欠な信
頼、およびそれを担保するガバナンスの関係性を考
察し、After4IRに必要な信頼構築のメカニズム（トラス
ト・ガバナンス・フレームワーク）を検討する。このフ

レームワークは、システム信頼12に焦点を置き、シス
テム信頼とトラストワージネス、ガバナンスの関係性
を整理するものである。

After4IRに求められる信頼構築のメカニズムを考え
る際に重要な概念が、トラスト、トラストワージネス13

、そしてガバナンスである。

「信頼を測る：OECDガイドライン」14では、理論的研
究での多様なトラストを定義する試みを紹介し、現時
点では信頼の定義についてひとつの合意は存在しな
いと結論付けているが、本白書ではトラストを以下と
定義する：

ある主体が持つある価値観に基づいて、他の主体（
含む人、組織、システム）がポジティブな行動をし、か
つ/あるいは、特定のネガティブな行動をしないこと
への期待

上記トラストの定義を定式化すると、次のように表現
できる：

信頼主体X expects 行為主体Y to do 行為Z for 行
為目的V 

	– 信頼主体X：期待を抱く主体
市民、国民、エンジニア、消費者などの人、企業、
政府等の組織	

	– 行為主体Y：	 信頼主体Xによって期待を抱かれる
対象主体
市民、国民、エンジニア、消費者などの人、企業（
製造者、運用者）、政府等の組織、制度、組織の総
体としての社会、AI等の動作を伴うシステム	

	– 行為Z：信頼主体Xが行為主体Yに期待しているポ
ジティブな行為、もしくは期待しないネガティブ
な行為

	– 行為目的V：行為主体Yが行為Zを行う理由/目的
であると信頼主体Xが推定する事柄

トラストワージネス（信頼性）は、対象が「信頼に値す
る（トラストワージ―）」かどうかを示唆する客観的な
性質/事実である。例として、実験データや評判（レピ
ュテーション）、正統性（レジティマシー）があげられ
る。トラストが社会経済活動の潤滑油としての役割
を担い、主に社会科学分野で理論研究が行われてい
るのに対して、トラストワージネスは工学的な観点か
ら、具体的な技術やシステムの確からしさを評価す
る指標として扱われている場合が多い。15

トラストワージネスについても様々な研究がなされ
ているが、トラストと同様に、合意されたひとつの定
義は存在しない。本白書では、トラストワージネスを
以下のように定義する：

ある主体（含む人、組織、システム）が常に/概ね期待
した行動をすることを示唆する事実/性質を備えた
状態

ガバナンスという概念自体は古くから存在する
が、20世紀までは政府（ガバメント）と一体のものと
して論じられていた。政府と独立してガバナンスが盛
んに論じられるようになったのは1980年代からであ
る。M.ベビル氏によると、その背景にはヒエラルキー
の時代からマーケットとネットワークの時代への変
化があったという16。つまり経済社会が発展するにつ
れて、政府以外の私的主体が秩序維持や規範の執行

を行う領域が拡大したため、ガバナンスは政府だけ
の役割・機能ではなくなったのである。

本白書ではこのような状況を踏まえ、ガバナンスを
以下のように定義する：

ある主体（含む人、組織、システム）が、制度・規範や
システム等の手段によって、ある価値を実現するた

After4IRに求められる信頼構築のメカニズム　 
―トラスト・ガバナンス・フレームワーク―

トラストとは

トラストワージネスとは

ガバナンスとは 

 トラストワージネス
（信頼性）は、対象

が「信頼に値する（ト
ラストワージ―）」か
どうかを示唆する客
観的な性質/事実で
ある。
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X: 信頼主体（市民）
Y: 行為主体＝ガバナンス対象
Z: 行為
V: 行為目的・意思
P: 事実
A: ガバナンス手段
B: ガバナンス主体
H: 価値＝ガバナンス目的

<Trust>
X expects Y to do Z 

with intent to V

<Trust>
X expects B to 

provide governance 
with intent to H

<Governance>
B makes Y do Z by 
means of A for H

<Trustworthiness>
The fact P suggests Y 
always/often does Z

because of 

as a result,

accepted
by

めに、他の主体（含む人、組織、システム）の行動を規
律、もしくは方向づけること

ここでいう他の主体とは、自主規制のように、同一組
織内で、例えば、取締役が従業員の行為を方向づけ
ることも含む。

トラスト、トラストワージネス、ガバナンスという概念
の間にはどのような関係があるのだろうか。まず、ト
ラストワージネスはトラストが成立するための根拠・
エビデンスのひとつとなり得る。つまり、トラストとト
ラストワージネスの間には、

信頼主体Xは行為主体Yが行為Zを行うことを期待（ト
ラスト）する。なぜならば（because of）、行為主体Yが
行為Zを行うことのエビデンス（トラストワージネス）が
あるからである。

という関係が成り立ち得る。

トラストとトラストワージネスの間には単純な条件
は存在せず、信頼主体の主観的認知という要素が間
に入ることで関係性が成立する。従って行為主体が
トラストされるためには、トラストワージネスを蓄積
するだけにとどまらず、トラストワージネスを信頼主
体に理解可能な形で可視化・周知し、浸透させること
が必要である。

では、トラストとガバナンスはどのような関係なので
あろうか。先に述べたようにガバナンスは、ある価値
を実現するために実施するものである。この価値の
一つは信頼主体が抱くトラストを実現するための信
頼構築そのものである。従ってガバナンスはトラスト
の実現手段のひとつであると言える。

しかしたとえ適切にガバナンスを行ったとしても、必
ずしも信頼主体の抱くトラストを実現できるわけで
はなく、適切なガバナンスによって「信頼主体が持つ
期待が叶えられている」というトラストワージネスを
蓄積することが必要である。つまり、トラストとガバナ
ンスの関係性は次のように表現できる：

ガバナンス主体Bが手段Aにより対象Yに行為Zを行う
よう規律する、もしくは方向づける（ガバナンスする）結
果（as a result of）、行為主体Yが行為Zを行うことを
示唆するエビデンス（トラストワージネス）が蓄積する

トラスト、トラストワージネス、ガバナンスの関係

トラスト・ガバナンス・フレームワーク図3	

Source: World 
Economic Forum
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つまり、トラスト、トラストワージネス、ガバナンスに
は以下のような関係が成り立つ：

ガバナンス主体Bが手段Aによりガバナンス対象Yの
行為Zを規律した結果、

対象Yが行為Zを行うことを示唆する事実Pが蓄積し、
トラストワージネスが形成される。トラストワージネス

を信頼主体Xが認識することで、信頼主体Xは、対象Y
が目的Vのために行為Zを行うことのトラストを持つ。

なお、トラストワージネスの存在がトラストにつなが
るかどうかは、信頼主体Xのリテラシー能力や一般的
信頼に左右される。この信頼再構築のメカニズムを
図式化したものを「トラスト・ガバナンス・フレームワ
ーク」と呼ぶ。（図3）

トラスト・ガバナンス・フレームワークにおいて、「信
頼主体Xは対象Yが行為Zを行うことを期待する」と	
いう関係が成立するためには、ひとつの前提条件が
ある。

それは、信頼主体Xが、ガバナンス主体Bが適切なガ
バナンスを行うことに対してもトラストしているとい
うことである。ガバナンスに対するトラストが欠如し
ていれば、その後の条件関係は全て機能しない。

では、そのガバナンスに対するトラストはどのように
構築すれば良いのだろうか。

この仕組みは、行為主体であるサービス提供者に対
するトラストの構築の仕組みと同じである。ガバナン
スに対するトラストも他のサービスに対するトラスト
と同様、ガバナンスのトラストワージネスが存在し、
信頼主体がそれを認識することで成立する。そのト
ラストワージネスを成立させるためには、ガバナン
スに対するより上位のガバナンスが必要になり、そ
の上位のガバナンスにもトラストが求められる。

このように、トラストとトラストワージネス、ガバナン
スの関係は図4のように連鎖構造となっており、この
連鎖（Trust Chain）がシステムへの信頼を担保する。

ガバナンスに対するトラストの構築

信頼の連鎖構造（Trust Chain）図4	

The chain 
goes on

A
s 

a 
re

su
lt

A
s 

a 
re

su
lt

Because of 

<Governance>

B’ makes B do Z’ by means 
of A’ for H’

<Governance>

B makes Y do Z by means of A for H

3: Governance of Governance Loop2: Trust Governance Loop1: Trust Building Loop

<Trust>

X expects B’ to provide governance 
with intent to H’

<Trust>

X expects B to provide governance 
with intent to H

<Trustworthiness>

Fact P’’ suggests B’ makes B 
always/often do Z’

<Trustworthiness>

Fact P’ suggests B makes Y 
always/often do Z

<Trust>

X expects Y to do Z with intent to V

<Trustworthiness>

Fact P suggests Y always/often does Z

Source: World Economic Forum
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3.2

3: Governance of Governance Loop2: Trust Governance Loop1: Trust Building Loop

<Trust>
X expects Y to do 
Z with intent to V

<Trustworthiness>
Fact P suggests Y 

always/often does Z

<Trust>
X expects B to 

provide governance 
with intent to H

<Trust>
X expects B’ to 

provide governance 
with intent to H’

<Trustworthiness>
Fact P’ suggests B 
makes Y always/ 

often do Z

<Trustworthiness>
Fact P’’ suggests B’ 

makes B always/
often do Z’

The chain goes on

<Governance>
B makes Y do Z by 
means of A for H

<Governance>
B’ makes B do 
Z’ by means of 

A’ for H’

トラスト

事実P
の周知・浸透

事実P 
の評価

正・負の
インパクト

サービス提供
(Y+Z)

事実P’
の周知・浸透

事実P’ 
の評価

正・負の
インパクト

運用
(B+A+Y’+Z’)

意図(V)
の設定

サービスデザ
イン (Y+Z)

環境・
リスク分析

ガバナンス
目的(H)
の設定

システムデ
ザイン

(B+A+Y’+Z’)

環境・
リスク分析

事実P’’
の周知・浸透

事実P’’ 
の評価

正・負の
インパクト

負のインパクト
は小さいので
mitigationする
必要はない。

運用
(B’+A’+Y’’+Z’’)

ガバナンス
目的(H’)
の設定

システムデザ
イン

(B’+A’+Y’’+Z’’) 

環境・
リスク分析

トラスト トラスト

トラスト主体(X)
はYを信頼する
と判断する

トラスト主体(X)
はBを信頼する
と判断する

トラスト主体(X)
はB’を信頼す
ると判断する

本項では、トラスト・ガバナンス・フレームワークをプ
ロセスの観点で捉え、After4IRにおけるアジャイルな
信頼構築のプロセスを提案する。

図5左のループ1は、サービス提供（Y do Z with intent 
to V）に対する信頼の構築プロセスを示す。このプロ
セスにおいてサービス提供者は、サービスにより達
成される目標を設定し、その目標を実現するシステム
（サービス）をデザインし、運用する。その運用の結
果を踏まえて評価・分析し、システムの設計や運用方
法を修正することで、自社サービスによって生じる負
のインパクトを最小化する。

また外部環境変化とそれによって生じるリスクを常
に把握し続け、提供価値の設定をし直す努力を続け
る。ユーザーの信頼を獲得するためには、サービス
提供者自らが創出した価値を評価し、ユーザーへ周
知、浸透させる必要がある。ここでユーザーが評価結
果を踏まえサービスを信頼すると判断して初めて、そ
のサービスは受容される。サービスによって創出さ
れる価値は、サービスを信頼するユーザーが増加す

ることに伴って増大し、さらにユーザー増加を加速す
る。このようにサービスが社会に受容されるために
は、信頼の構築が不可欠である。

一方でサービス運用による負のインパクトはユーザ
ーのトラストを毀損し、ユーザーがサービス利用を中
止するという結果をもたらす。サービスを信頼しない
ユーザーが増加するほどユーザー離れは加速する。
システム（サービス）の運用のインパクトは、ユーザー
のサービス提供者に対する信頼により大きく影響を
受けるのである。

しかしシステム（サービス）の運用がもたらすインパ
クトは、必ずしもサービス提供者の自助努力のみで
管理できるものではない。そこで正のインパクトを増
大し、負のインパクトを低減する役割を果たすのがガ
バナンスある。図5中央のループ2は、このガバナンス

After4IRにおけるアジャイルな信頼構築のプロセス

アジャイルな信頼構築のプロセス図5	

Source: World Economic Forum
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2019年に経済産業省に設置された「Society5.0
における新たなガバナンスモデル検討会」18の成
果として、2020年7月に「ガバナンス・イノベーショ
ン：Society5.0の実現に向けた法とアーキテクチャの
リ・デザイン」19と題する報告書が公表された。当該
報告書は、ガバナンスのプロセス（ルール形成、コン
プライアンス、モニタリング、エンフォースメント）お
よび主体（政府、企業、個人/コミュニティ）の観点か
ら、新たなガバナンスモデルを提示するものである。
「ガバナンス・イノベーションver.2.0」はその第二弾
報告書であり、第一弾報告書の成果を踏まえつつ、「
アジャイル・ガバナンス」の考え方を具体化し、社会
全体のガバナンス改革のグランドデザインを示して
いる。同報告書はSociety5.0を実現するために重要
な要素としてアジャイル・ガバナンスをあげる。

アジャイル・ガバナンスは事前にルールや手続が固
定された従来型のガバナンスではなく、企業、法規
制、インフラ、市場、社会規範といった様々なガバナ
ンスシステムにおいて、「環境・リスク分析」「ゴール
設定」「システムデザイン」「運用」「評価」「改善」とい
う複数のプロセスを、マルチステークホルダーで継
続的かつ高速に繰り返すガバナンスモデルである。
さらに目的を達成するためには、ガバナンス全体の
見取り図の設計（ガバナンス・オブ・ガバナンス）や、
これらのガバナンスの取り組みに関する国際協力が
重要であることも指摘されている。

さらに、ガバナンス改革実現に向けたアーキテクチ
ャをマルチステークホルダーで設計する中立的な
場としてデジタルアーキテクチャ・デザインセンター
（DADC）20が設立され、複数のプロジェクトが進ん
でいる。

（B makes Y to do Z by means of A for H）に対する
信頼構築のプロセスを示す。

ガバナンス主体は、行為主体Yのサービス提供によっ
て創出される正負のインパクトや外的な環境変化を
評価・分析し、その正負のインパクトに対する増大/低
減の目標を設定する。その後、設定した目標を実現す
るシステムを設計・運用し、その結果や外的な環境変
化を評価・分析することでシステム設計や提供価値
を修正する。

サービスに対する信頼の構築と同様に、ガバナンス
主体はガバナンスの結果を評価し、市民やユーザー
に周知することが求められる。市民、ユーザーがその
ガバナンスを信頼すると判断し、その総数が増えるこ
とにより、そのガバナンスは社会に受容される。

またループ2は、ループ１にも影響を及ぼす。ガバナ
ンスによりもたらされるサービス提供者の行動に対
する規律と正負のインパクトは、ループ１で行われる
ユーザーのサービスに対する評価に影響し、サービ
ス提供者への信頼を構築する。

さらにガバナンス自体も、より上位のガバナンスによ
り規律される必要がある。その上位のガバナンスに
対するトラストの獲得のプロセスを示したのが、図5
右のループ3である。ループ3はループ1やループ2と
同様のプロセスを持つ。

After4IRではこのように、複数の層で異なる主体によ
るガバナンスが実行される。これらの複数のガバナン
スが互いに有機的に作用し、社会全体におけるトラ
ストを構築に寄与するためには、相互の調整、連携が
欠かせない。

コラム1	 ガバナンス・イノベーション ver2.017
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3.3

P : 事実

•	評判

•	経験

•正統性

•	仕様

•	データ

X : 信頼主体 

•	政府

•	企業

•	プラットフォーマー

•		第三者機関

•	コミュニティ

•	エンジニア

•	消費者

•	市民

•	アルゴルズム/AI

Z : 行為

•		行為目的を実現する行為

V : 行為目的・意思

•		公益

•	私益

H : 価値＝ガバナンス目的

•	社会の安定

•	個人の尊厳

•	持続可能な社会

•	経済の発展

•	国際協調

B : ガバナンス主体

•	政府

•	企業

•	プラットフォーマー	

•	第三者機関

•	コミュニティ

A : ガバナンス手段

•	規範

•	市場競争

•	ルール

•	法令

•	ガイドライン

•	契約

•	By Design（バイ・デザイ
ン・アプローチ）

Y : 行為主体＝ガバナン
ス対象

•		政府

•	法人

•	プラットフォーマー	

•	自然人

•	アルゴルズム/AI

•	自律ロボット

After 4IRBefore 4IR

本節ではトラスト・ガバナンス・フレームワークの見取
り図を基に、After4IRに向けたガバナンス見直しの方
向性について、フレームワークの構成要素ごとに検
討する。

構成要素ごとの検討

Before4IR とAfter4IRにおけるトラスト・ガバナンス・フレームワークの各構成要素図6	

Source: World Economic Forum

フレームワークにおいて価値/ガバナンス目的とトラ
ストは、

ガバナンス目的H（価値）のために、ガバナンス主体B
が手段Aにより対象Yの行為Zを規律（ガバナンス）す
ることで、対象Yが事実Pを蓄積した結果トラストワー
ジネスが形成され、そのトラストワージネスを信頼主
体Xが認知することで、トラストが形成される

という関係にある。

多様な価値が存在する中で極めて重要なのは、どの
価値をどれだけ重視するかである。ガバナンスモデ
ルの大前提には、ガバナンスにより実現される価値

について多様なステークホルダーで合意を形成する
機会が存在するべきである。

またサービス提供やガバナンスの各プロセスにおい
て、その目的にあった設計や運用、評価方法になって
いるのかを随時確認し、ギャップが生じた際には是
正を行う仕組みの整備も必要である。

世界経済フォーラムの	 Data for Common Purpose 
Initiative (DCPI)プロジェクトでは、データがもたらす機
会の最大化を目指すために、データ利用の目的に焦
点をあて、画一的でなく、柔軟な対応を可能にするガ
バナンスメカニズムを検討している。（コラム2参照）

価値＝ガバナンス目的（H）
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フレームワークでは、ガバナンス主体Bはトラスト獲
得において、

手段Aを用いて、対象Yの行為Zを規律もしくは方向づ
けることで、事実Pを積み重ね、それにより形成された
トラストワージネスを信頼主体Xに伝えることで、トラ
ストを形成する

という役割を持つ。

従来の社会では、ガバナンス主体は多くの場合政府
などの公権力であり、私人である法人・自然人は部分
的な私的領域でガバナンス主体になることはあって
も、社会全体においてはガバナンスをされる側とし
て位置づけられていた。しかし、After4IRではこの構
図から脱却し、ガバナンスの実効性とトラストを担保
するために、政府だけでなく企業、第三者機関、一般
市民・ユーザーなどを代表するコミュニティという多
様な主体で、連携しながらガバナンスを行なっていく
のが望ましい。

After4IRにおけるガバナンス主体としての政府の 
あり方

ここではAfter4IRで重要な政府の役割として四つの
役割をあげる。

一つ目は多様な主体が参加するガバナンスシステム
を設計すると共にそれを後押しすることである。これ
はガバナンスシステムの骨格である法やガイドライ
ン・標準の策定、ファシリテーターとしての働きかけ
により達成されるであろう。

二つ目はコミュニティや個人によるガバナンスが有
効に機能するように働きかけることである。市場ルー
ルの整備や情報開示等により、民間企業の協力への
インセンティブを付与することがあげられる。

三つ目はトラストワージネスの形成と発信である。ト
ラストワージネスは政府がガバナンス主体の一員と

して法を遵守し、自らのアカウンタビリティを果たす
ことで形成される。政府はさらに自らのトラストワー
ジネスを信頼主体たる国民に発信し、国民の政府に
対するトラストを確保することが重要である。	

四つ目は、法体系や価値規範が異なる国家間におい
て、国民を代表して調整を行うことである。

データガバナンスにおいても国際的なルール形成を
審議する場を設け、政府間同士の連携を取りやすく
するための方策を考えていくことが望ましい。世界経
済フォーラムが主催するDFFTに向けた4ヶ国対話で
は、国家間で、データに関する規制の相互運用性を
担保するための対話を始めている。（コラム3参照）

Data for Common Purpose Initiative (DCPI)21

信頼あるデータへの公平なアクセスを可能にし、官
民の両方に対しデータがもたらす機会を解放する

課題：データガバナンスのアプローチの多くは、デ
ータ保護とプライバシーに注目してきた。既存の政
策や規制モデルは通常、データのソースに焦点を当
て、その目的や最終的な使用にはあまり焦点を当て
ていない。これではデータの価値を最大限に活用す
ることができず、政策が断片化し、合意された目的の
ためのデータ共有が妨げられることにつながりかね
ない。

解決策：世界経済フォーラムが主導するイニシアテ
ィブであるDCPIでは、どのようにデータが利用され
るかという予測と実際にどう利用されたかの実態を
分けて考え、それぞれのデータに対して異なる扱い

をするべきだと考えている。4IRの技術は、コンテキ
スト（目的）に応じて、同じデータでも差別化された
許可を可能にするための道筋を歩んでいる。許可さ
れた目的の範囲内で顧客データに新たな用途が発
生した場合、顧客の許可に応じて関連データにタグ
を付け、自動的に暗号化し、匿名化し、デジタル著作
権管理ルールに沿って送信することができる。

DCPIのコンセプトである「共通の目的」のためのデ
ータ利用が重視するのは、データソースに加え健康
や持続可能性、幸福など、データ活用の公益あるい
は合意された目的である。

DCPIは新たなガバナンス体制を構築するために、	
データ流通を容易にするための技術や、市場ベース
のメカニズム等の観点から解決策を提案している。

コラム2	

ガバナンス主体（B）

 After4IRでは多様
な主体が連携しな
がらガバナンスを行
なっていくのが望ま
しい。
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自由で信頼されるデータ流通の実現に向けて4カ国
で開催された、マルチステークホルダー・ダイアログ

課題：国境を越えたデータの流れはデジタル経済に
不可欠であり、IoTやデジタルサービスなどの新興
産業を後押ししている。しかし、政府が国境を越えた
データの流れを制限または禁止するケースが増え
ている。このような制限は、国境を越えたデータがプ
ライバシー、セキュリティ、データへのアクセスなど
の国内政策の目的の達成を阻害することになり、政
府に対する信頼性の欠如を示していることになる。

解決策：世界経済フォーラムは、主要な専門家、企
業、利害関係者を巻き込み、データ流通の国際秩序
を求める声に耳を傾け、画期的なコンセプトをガ
バナンスアーキテクチャへと取り入れてきた。2019
年にダボスで開催された年次総会で安倍晋三元
日本首相は、データ流通の開放性と、データが国境
を越えて安全であるという確信が共存すべきだと
する「Data Free Flow with Trust (DFFT)」のビジョン

を共有した。そして2020年6月、当フォーラムは白書
「Data Free Flow with Trust (DFFT)」を発表した。こ
れはデータガバナンスにおける既存の政策を特定
し、協力すべき分野を明らかにした初期ロードマッ
プを提案したものである。

4カ国で開催された対話：フォーラムでは官民の代
表者とともに、2020年11月から2021年3月まで、デ
ータ流通に関するオンラインでの対話セッションを
開催している。参加国としてフィリピン、タイ、ベトナ
ム、インドという南・東南アジアの四つの新興国が
選ばれ、データフローのガバナンス、キャパシティ、
国際協力メカニズムへの関与など各国がさまざま
な段階にあるテーマについて対話を行っている。国
内、地域、国際的なデータガバナンスの現状、政策
開発や能力構築のためのアイデアを議論するこの
ような機会は、各国にとってDFFTのビジョンを支え
る相互運用可能な規制モデルの実現に向けた一歩
になるといえる。	

Data Free Flow with Trust (DFFT)22コラム3	

After4IRにおけるガバナンス主体としての企業/プラッ
トフォーマーのあり方

After4IRにおいては、プラットフォーマーをはじめと
した企業はガバナンスされる側になるだけではな
く、ガバナンス主体の一員としての役割が求められる
ようになる。ガバナンスが信頼構築を通じて価値を
実現するためには、政府と法だけでなく、サイバー空
間に対する直接的な執行力を持っている企業の取り
組みが不可欠である。

プラットフォームやサービス・プロダクトに対するガ
バナンスとそれによるトラストワージネスの蓄積・検
証の責務はその提供（または運営）企業自身にある
ため、その社会的責任を果たす必要がある。

変化に素早くに対応できるガバナンスを一企業を超
えて実現するためには、社会で合意した価値の実現
を可能にするガイドライン・標準の策定を積極的に
行っていくことが求められる。そうした取り組みが信
頼を得るためには、業界団体の運営やガイドライン
の策定プロセスも透明性や検証可能性を備えなけ
ればならず、アカウンタビリティを果たせるものでな
ければなけない。

After4IRにおける第三者機関・コミュニティの役割

ガバナンスに対するトラストを担保するためには、中
立的な立場で学術的・科学的視点を持つ第三者機
関、専門家以外の一般市民およびその集合体として
のコミュニティもガバナンスに参画し、ガバナンスが
目指す価値の妥当性やガバナンスのトラストワージ
ネスを検証することが極めて重要である。社会の複
雑化やシステムのブラックボックス化が進む中で不
透明性を放置すると、自分たちの利益を侵害するリ
スクを検知できない可能性がある。そのためユーザ
ーコミュニティや市民コミュニティは、政策やサービ
スが自分たち一般ユーザー・市民にとって正当であ
るか、そして搾取をもたらすものでないかを従来以
上に監視・評価していく必要がある。

例えばCode for Americaやg0vなどのシビックテック
組織は、モニタリング・評価のみでなく、ガバナンス
のシステムアーキテクチャ設計そのものに主体的に
関わることで、市民中心のガバナンスの実現に貢献
している。

フレームワークにおけるガバナンス手段Aとシステム
トラストは、

ガバナンス対象Yが行為Zを行うよう規律し、トラスト
ワージネスの形成に寄与する手段であり、トラストワ
ージネスの蓄積により信頼主体Xのシステムトラスト
が構築される

という関係である。

本白書では、ガバナンス手段を法による強制力だけ
ではなく(1)社会規範、(2)市場、(3)ルール、(4)バイ・デ
ザイン・アプローチの四つに分類している。それぞれ
のガバナンス手段は以下のような要素を持ち、トラス
ト構築のために機能する。これらの手段を有機的に
組み合わせることが重要である。

ガバナンス手段（A）
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(1)	 社会規範

L.レッシグ氏は、ガバナンスの四つのモードのひとつ
として、社会規範（Norm）	 をあげている。23 社会規範
とは、社会やコミュニティにおける不文律のことであ
り、違反した場合にコミュニティから非難を受けるこ
となどにより企業や個人の社会活動を制約するガバ
ナンス手段である。

社会規範はそれぞれの社会やコミュニティで醸成さ
れた文化や経験に依存しており、法律で禁止されて
いなくても人々の行動へ影響を与える。社会規範は
道徳や倫理のように社会と共に成熟させていくべき
ものであり、強制力を有する法や監視技術を始めと
したテクノロジーの外在的な力に頼らず、一般市民
による内発性や自発性による自律的な社会秩序を可
能にするという点で、人間の主体性を実現する重要
なガバナンス手段であるとも言える。

After4IRにおいて、人間がシステムやAI技術に全面的
に依存することで主体性が侵害されることを回避す
るためには、こうした社会規範の共有による人間の
自律的なガバナンスを放棄することなく、むしろテク
ノロジーを社会規範の明示化や共有、または社会規
範ごとの分極化を回避する手段として活用しなけれ
ばならない。

(2)	 市場

市場もL.レッシグ氏24がガバナンスのモードのひとつ
としてあげるものである。

市場は、株価や価格・需給調整機能を通じて個人や
企業の社会活動を制約する力を持つ。

特に完全情報に近ければ近いほど、市場の淘汰のメ
カニズムが適切に作用する。しかし情報の非対称性
が大きい場合は、市場の失敗が発生し、ガバナンス
機能が損なわれてしまう。そうならないためには、市
場自体に対するガバナンスと、それによる透明性の
担保など、トラストワージネスの確保が必要となる。

こうした市場によるガバナンス機能をより十分なもの
にするために、(4)のバイ・デザイン・アプローチの考え
方などを生かしたマーケットデザインというアプロー
チが注目され、政策当局25にも活用され始めている。

(3)	 ルール

ルールには、政府が国会で定める法令や各省庁で定
める政省令や通知、通達、事業者団体が定める自主

規制としてのガイドライン、また企業間における契約
などがある。

従来は法令上で目的の達成手段や要件を詳細に規
定することが多かったが、After4IRにおいては、法令
の見直しが社会の変化のスピードに追いつかず、法
令自体がサービスや製品を実装する際のハードル
になってしまう。そのため、法令ではゴールを設定
し、ゴールの実現手段や制度の運用方法は、政省令
や事業者団体の定めるガイドラインに依拠するゴー
ルベースドアプローチへの移行26が必要である。

また個人情報、プライバシー保護へのニーズの高ま
りを背景に、データ利用に関する個人の同意取得
の徹底が求められている。一方で、これはユーザーの
「同意疲れ」を発生させている。After4IRにおける契
約、ユーザーの主体的な同意および意思決定をサポ
ートする仕組みやツールはどうあるべきかも検討さ
れなくてはならない。

(4)	 バイ・デザイン・アプローチ　

本白書が定義する「バイ・デザイン・アプローチ」とは
「セキュリティやプライバシーなどの価値をサービス
（または製品）ライフサイクル全体にわたり、システ
ムの設計、運用、管理に組み込むことで実現させるガ
バナンス手段」である。27

「バイ・デザイン・アプローチ」は、法令、組織、ハード
ウェア・ソフトウェア、データ、アルゴリズム等の設計
や、それらを含む全体のガバナンスアーキテクチャ
の設計にも適用される。また行動経済学をベースに
政策的意図を持って表示を行う「ナッジ」等も含まれ
る。After4IRではアルゴリズム・AIがガバナンス対象
として登場するが、これらに対するガバナンスを有効
に実現するためには、法令等のルールに加え、ルー
ルに定めた内容を仕組みとして実現することが求め
られる。（コラム4参照）またあるべき方針や状態から
逸脱した際には、それを検知できるモニタリングを
するなど、相互補完的に組み合わせていくことが重
要である。

バイ・デザイン・アプローチはその有効性に注目が
集まりつつある一方で、現代社会の原則である自律
した個人による自己決定に相反する側面も持つ。そ
のため合意形成機能やモニタリング機能、透明性・
検証可能性担保機能などをガバナンスメカニズムに
対して十分に備えた状態で実装されていくことが望
ましい。

AI、ブロックチェーン、量子コンピューティングのよう
なイノベーションが、人間の基本的な価値を損なう
方法で設計、提供、使用される可能性に関して、倫理
的な課題を多くの人が認識し始めている。特にデー
タプライバシーやアルゴリズムバイアスのような問
題は重要なレピュテーション/ファイナンシャルリス
クとなり得る。Ethics by Design白書は、革新的な技
術を倫理的に上手く活用するための三つの基本原
則として、アテンション、解釈、モチベーションを紹介
している。

近年では、サービスや製品の開発プロセスに倫理
的な判断を加えることで、従業員が倫理的に行動す
るように動機づける事例や、リーダー層が倫理的な
文脈でミッションを策定する事例がある。そのため、
アテンション、解釈、モチベーションが倫理システム
を作る際のデザイン原則として活用されることが期
待されている。

Ethics by Design28コラム4	

 社会規範はそれぞ
れの社会やコミュニ
ティで醸成された文
化や経験に依存し、
法律で禁止されてい
なくても人々の行動
へ影響を与える。
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3.4

トラスト・ガバナンス・フレームワークにおいて、トラ
ストワージネスは「信頼されたガバナンスの基、蓄積
されたエビデンスにより形成されるもの」である。そ
のため「事実（データ）」が重要な役割を果たす。

しかし既に述べたように、トラストワージネスがある
ことが必ずしもトラストを構築するとは限らない。人
々がその存在を知らない、正しく評価できないまた
は信じない場合、トラストは生まれない。従って、信頼
主体の判断に資する十分なエビデンスが客観的か
つ中立的に公開されている必要がある29。加えてエ
ビデンス自体がトラストワージネスを有するために、
第三者によるその正確性や真正性の検証や、保存・
加工・共有に関する適切なガバナンスが求められる。

エビデンスが信頼主体にとって理解できる内容とな
るためには、単なるデータや情報の提供だけでは不
十分である。信頼主体である人間が認知バイアスを
持つことを前提に、不適切なトラストワージネスの判
断やそれに基づく誤ったトラストを回避できる発信
方法や情報公開システムが重要である。またその発
信方法や情報公開システム自体が、適切なガバナン
スによりトラストワージネスを備え、人々からの信頼
を獲得していなければならない。

また、トラストがあるということは、何か問題が生じ
た際にそれが迅速に特定・修正されると人々が信じ
ていることを意味する。このようなトラストは、市民、
技術者、政策立案者との対話やエンゲージメントに
よって構築することができる30。

前述のとおり、トラスト、トラストワージネスおよびガ
バナンスの関係は連鎖している。信頼主体である個
人はサービスの選択など生活において意思決定を
行う際に、どこまでその連鎖を遡り、信頼できるエビ
デンスを確認する必要があるのだろうか。遡る必要
のある連鎖が長ければ長いほど、それは信頼主体で
ある個人だけでなく社会にとってのコストにもなり
得る。

このような連鎖を断ち、個人がトラストワージネスを
検証するコストを下げるガバナンスが「トラストアン
カー」である。トラストアンカーはそのガバナンスの
結果、トラストワージネスの基礎となるエビデンス
を公開し、信頼主体にとって信頼に値することを証

明する。関連研究によると、ガバナンスがトラストア
ンカーとなり得るためには、ガバナンス主体の能力
や価値観といった要素が必要とされている。（コラム	
5参照）

After4IRのガバナンスには、政府だけでなく企業、第
三者機関、コミュニティなども含まれる。現在は国や
地域ごとにガバナンスが分立しているため、「信頼あ
る自由なデータ流通（DFFT）」等の実現にあたり、同
一のトラストアンカーを設定することは難しい。この
場合、トラストアンカー同士による相互認証の仕組
みが必要となる。従ってトラストアンカーを形成して
十分に機能させるためには、マルチステークホルダ
ー間の取り組みや連携が必要となる。

トラストワージネスをベースにしたトラストの獲得

トラストアンカーの重要性

技術革新に関する利益、リスクおよび国民の信頼
は、政治的・社会的に注目されている。しかし技術ガ
バナンス自体が信頼に足るものであることや、信頼
を獲得する必要があることは、重要な問いであるに
も関わらず見過ごされがちである。そこでTIGTech
は、調査と議論を行いまず信頼の原動力と不信の原
因を紐解いた。次にそれらの知見を活かし、信頼性
と信頼の獲得が重要と考えられ、ガバナンス機関や
ガバナンス設計に体系的に組み込まれているとし
たら、技術ガバナンスにどのような変化が生じるの
かを検討した。多様な研究分野において、信頼の原
動力－公益性、能力、敬意、誠実さ、包摂性、公平性、
公開性－については共通の理解があった。TIGTech
の調査ではこれらが単なる抽象的な概念や学術理
論ではなく、個人および集団の心理学と社会に深く
根ざしていることが示された。

テクノロジーに対する信頼性とそれに対する信頼あ
るガバナンスを行うためには、多くの新しい能力が
重要である。

1.   社会は、テクノロジーが公共の利益のために働
いていると見られるとき、ガバナンスを信頼す
る。	 信頼の証拠を伝えるための新しいオープン
性とアプローチが必要であろう。

2.   技術的ガバナンスにおける市民と市民社会のグ
ループの最大の関心事は、倫理と価値観である。
これはガバナンスメカニズム設計の中核ではな
く、信頼された環境を創造するための新しいス
キルであり、複雑な状況下を誘導するために必
要とされるだろう。

3.   デジタル技術の利用によってもたらされる複雑
な問題の多くは、単純な答えを持たず、社会の価
値観を反映する必要がある。	 このプロセスには
市民の関与が重要であり、この分野でのイノベ
ーションが求められる。

TIGTech Trust and Tech Governance31コラム5	
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われわれは今、第四次産業革命という変化の時代を
迎えている。新たなテクノロジーはユーザーひとり一
人に寄り添った個別化したサービスと革新的なビジ
ネスを実現し、人間の可能性を広げる力を持ってい
る。その反面、そうした技術やビジネスの革新は社
会の複雑性や不確実性を増幅させ、人々の不信を生
み出す背景になっている。さらに既存のガバナンス
手段が第四次産業革命のもたらす社会の構造変化
や革新スピードに対応できず、その結果人々が求め
るプライバシーや自己決定権の確保などの価値が
損なわれていることも、不信を加速させている一因
である。

ガバナンスによって、テクノロジーによる人間の可能
性の拡大と、人々が大切にする価値の保護を両立さ
せているという客観的な事実・状態（トラストワージ
ネス）を作ることはその不信を払拭するための第一
歩となる。これは既存のガバナンス手法のみでは難
しく、マルチステークホルダーによって、ガバナンス

プロセスをアジャイルに実行していくことが不可欠
である。同時にガバナンスによって構築されたトラス
トワージネスの存在をもって、市民やユーザーと丁
寧なコミュニケーションを行い、彼らの信頼を獲得す
るための継続的な取り組みも必要となる。

このアジャイルなプロセスを具現化するためには、
各主体の意識改革とプロセスの運用を可能にする
仕組みの実装、そして従来とは異なる能力を、ビジネ
スやガバナンス主体が持つことが求められる。信頼
の連鎖を切らずにつなげていくためには、社会を構
成するメンバー相互の連携によりAfter4IRにおける
トラストアンカーを構築しなければならない。

本白書で提案したトラスト・ガバナンス・フレームワ
ークが、国境や分野の壁を超えて、各主体が社会の
信頼再構築に向けて手を携え、目指すべき社会像を
共に実現する一助になれば幸いである。

 信頼の連鎖を切ら
ずにつなげていくた
めには、社会を構成
するメンバー相互の
連携によりAfter4IR
におけるトラストアン
カーを構築しなけれ
ばならない。
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