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デロイトの政府機関向けサービス部門は米連邦政府独立機関と連携を図り、それら機関のパフォー

マンス改善、効率性の向上、使命達成をお手伝いしています。私たちのサービスをご利用いただく

ことで、以下に挙げる支援を各種機関に提供いたします。

• シェアードサービス・モデルの戦略的選択と同モデルへの移行

• 金融監督当局による規制対象グループの監督および検査の改善

• サイバー攻撃の脅威に対するリスク軽減と同脅威からの保護に役立つ最新のハイテク・ソリューションの

導入

• 国際的展開と外交に関するコアプログラムの近代化

• 市民への各種給付・権利・信用の提供と適格性の判定に関する一連の手続きの見直し

• 競争力の強化と顧客の満足度・囲い込みの向上に資するサービス提供の改善
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GovLabについて 

GovLabは、デロイトコンサルティングの政府機関向けサービスにおけるシンクタンクです。公的部門

におけるイノベーションに注力し、各国・地域の政府高官やオピニオンリーダーと緊密な連携を図ってい

ます。GovLabのスタッフは、公的部門・民間部門・非営利部門に影響を及ぼす重要課題や新しいアイ

ディアに関する調査を行ないます。GovLabは政府機関が抱える緊急課題を掘り下げ分析することで、

政府機関が任務遂行の方法を見直し、そして待ち受ける難題に対する備えができる、革新的でありな

がら実践的な各種手段の創造を追及しています。
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次世代の規制当局 

変化を乗り切る

制は、市民や企業を守り、市場の失敗を矯正し、

そして私たちの生活のさまざまな側面を平穏にす

るために存在します。規制のおかげで私たちは、競争の

増加を理由とする価格の低下や、貯蓄や借り入れを行な

うときの安心感、通勤時の高い安全性、近所のデリで昼

食を買うときの信頼感を享受できるのです。

近年、テクノロジーが引き起こす変化の持続と規模を

背景に、政府機関による規制の価値や効果を疑問視す

る声が強まっています。こうした議論における結論はまだ

出ていませんが、それでも規制当局と、当局が創造し執

行する規制は重要な役割を果たしています。ただし、その

役割が今後も必要とされ効果的であり続けるためには、

進化する必要があるかもしれません。

本稿では、急速に変化する社会において規制当局が直

面している諸々の課題を分析します。テクノロジーや事業

モデルの革新、ならびにモノやサービスを提供する業者の

増加への適応から、これらの業者を構成する要素に係るデ

ジタル化の進展への対応や、産業界・消費者の変化する

態度と行動への対応まで、さまざまな課題を掘り下げま

す。そのうえで私たちは、変化する今日の環境を航行し未

来に備える際に、規制当局のリーダーが活用することが可

能な、規制の策定と執行の両面に関する機会を特定しま

す。規制当局は、さまざまな形で、支障をきたす原因になっ

た傾向そのものに乗じる形で、規制実務の改定や、効果を

向上させるための手段として、それらの傾向を利用するこ

とができます。

規
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めまぐるしく変化する時代における規制の策定と執行 

つらい立場にある規制

当局

遅すぎれば、ある技術やサービスが普及する過程で、消費

者や市場に害を及ぼす前に技術やサービスを規制する機

会を逃してしまう、というリスクを冒すことになります。この

傾向が作用する例として、モノのインターネットが挙げられ

ます。モノのインターネットとは、車からスニーカー、温度自

動調節器にいたるまで、インターネットに接続されたセンサー

対応の機器のネットワークのことをいいます。データの取得

と無線通信を可能にするために必要なマイクロチップは、

ほんの数年前は、極めて高価なものでした。現在は、こうし

たマイクロチップは非常にコスト効率が高く、各種接続機器

において当たり前のように使用されています。そしてこれが

原因で、プライバシーの問題に規制当局は頭を悩ませてい

ます4。以前までは、プライバシーの保護は極めて単純でし

た。自宅のブラインドをおろしたり、個人を特定できる情報

が含まれている文書を気を付けて保管したり、または公共

の場所での会話に気を付けていれば十分でした。しかしな

がら今日、個人がデータを生成し、複数の機器から複数の

会社にデータを送信する場合もあります。モノのインターネッ

ト時代においては、新しい機器が登場するたびに規制当局

は市民のデータを守る能力について重大な課題を突き付

けられます。

新しい事業モデルの登場5：今では、「シェアリング・エコノ

ミー（共有型経済）」という言葉を耳にしたことがない人はほ

とんどいません。シェアリング・エコノミーとは、モバイルや

インターネットなど通信技術により可能になった経済システ

ムで、人的資源や物的資源を共有することを柱として構築

されるシステムのことをいいます。

3

ほぼすべてにおいて矢面に立たされています。妨害

するなと非難されることもあれば、問題が生じたときに解決

策を提供するよう求められることもあります。データ流出や

3Dプリンター銃、タクシーとライドシェアサービス間の対立

など、ニュースの見出しを飾るその他様々な事象も規制当

局に難しい課題を突き付けています。テンポが速く複雑さを

増す社会の中で、規制当局は市民と公正な市場を守る必

要性と、イノベーションの阻害を回避する必要性の間でバ

ランスを取る難しさをこれまで以上に実感しています。

私たちは、保護とイノベーションの間のこうした綱引きを

引き起こしている要因として、大きく分けて5つの傾向があ

ると考えています。

加速度的な技術の進歩1：以前は2年の寿命はあった新

しい技術でも、今では6ヵ月も経てば古臭い技術になること

もあり、この変化のペースは衰えることを知りません。ムーア

の法則は、コンピューターの処理能力は2年ごとに倍増する

という推測ですが、この急速な進化のペースは、コンピュー

ター以外の産業においても成立することが証明されていま

す2。「世界を飲み込んでいる」3ソフトウェアと組み合わせれ

ば、新しいテクノロジーをかつてないスピードで開発し、導

入し、そして運用することが可能です。その結果、規制当局の

前にはタイミングに関する特徴的な課題が立ちはだかってい

ます。つまり、規制のタイミングが早すぎれば、イノベーション

を阻害するリスクを冒すことになる一方、規制のタイミングが

制当局は、新しいテクノロジーを原因とする論争の規



次世代の規制当局 

規制当局の観点から見ると、シェアリング・エコノミーの共

有者間の市場が従来型の経済取引を揺るがしています。

市民は、（UberやLyftなどのサービスを通じて）自動車や

（Airbnbなどのプラットフォームを通じて）住居、さらには

（EatWithなどの仕組みを通じて）自分の台所でさえも他の

市民と共同で利用できます。これにより新しい雇用と所得

機会が生まれる一方、公共の安全衛生を脅かす潜在リス

クも生まれます。例えば、通勤にライドシェアを利用したと

きに、事故で同乗者が負傷した場合、運転者は責任を負

うのでしょうか。シェアリング・エコノミーは、最近、従来型

の事業モデルを揺るがしているテクノロジーの一例にすぎ

ません。企業家が消費者のニーズを満たす新しい方法を

編み出すたびに、今後も古い事業モデルの崩壊がさらに

生じると考えられます。

サプライヤーおよび購入者の参入障壁の縮小6：テクノ

ロジーのおかげで参入障壁が下がったという意欲的な企

業家も多く存在します。オンラインショッピングポータルの

おかげで、費用がかさむ物理的な小売スペースがなくても

モノを販売することができるようになりました。3Dプリンター

は、注文製造会社を設立することを可能にし、モノやサー

ビスの販売をさらに容易にすることに貢献しました。同時

に、以前までは一握りの人しか利用できなかった商品や

サービスの多くが、一般の市場でも購入できるようになり

ました。それら商品やサービスのコストを劇的に下げ、そ

の購入の大衆化を実現した技術の進歩がその背景にあり

ます。ゲノムマッピングもその一例です。2001年にヒトゲノ

ムの配列を初めて決定したときには1億ドルのコストがか

かりました。現在、その金額のごくわずかで、個人のDNA
の配列決定および分析ができるサービスが市場に存在し

ます。このように変化が進む環境が原因で、規制当局は

難しい問題に頭を悩ませています。規制対象のサービス

や商品が増えているだけではなく、サプライヤーと消費者

も増えているのです。

「大規模になるまで無視する」事象：スタートアップ企業と、こ

れらの競争相手である実績のある企業との間の議論に、遂に

規制当局が巻き込まれようとしています。意見の衝突はとか

くエスカレートする、という事実によって、規制組織とスタート

アップ企業の両方についての問題である、いわゆる「大規

模になるまで無視する」事象は説明可能です。スタートアッ

プ企業の中には、顧客基盤の拡大や顧客の囲い込みまた

は事業の成功に由来する影響力を持つようになる位に規

模が大きくなるまで、規制当局との関係を意識的に避ける

企業もあります。規制当局側においては、大量の数のスター

トアップ企業と市場参入者を監視することの手間を踏まえ

ると、スタートアップ企業の市場での存在感が大きくなるま

でスタートアップ企業と関わり合いを待ちたくなるもので

す。問題は、「大規模」に極めて速く成長するケースがあ

り、かつ、規制当局が様子を見る余裕が無い場合が存在

するという点です。Airbnbを検証してみると、2008年、

Airbnbが開設された時は、かなり限られた人しか見知らぬ

人に部屋を貸したがらないと考えられていました。早送りし

て現在を見てみると、現在までに、Airbnbでは3,000万泊

以上の予約がなされ、その額は200億ドルに達します7。 
ビジネスエコシステムの台頭8：ビジネスエコシステム

は、「協働と競争の両方を通じて新しい価値を創造・確保

する多種多様な動作主体で構成される動的かつ共進化す

るコミュニティ」と定義されています9。さまざまな組織が強

固に結びついたこうしたネットワークは、従来の独立かつ

自己完結型の組織から転換されたものです。動的かつ協

力的なネットワークへの移行の主な特徴として、企業が、

「自己が所有や支配をしない資産を活用し、稼働させるこ

と」、また、数多くのエコシステム参加者を使用することが

できるようになっている、という点が挙げられます10。

Apple®を使って、エコシステムがどのように創造されるかに

ついての例を示すことができます。Appleは、App StoreSMを

発表しアプリ開発者にプラットフォームとユーザー基盤を提

供する一方で、同時に、それら開発者による新しい発想、

投資、およびフィードバックの恩恵を享受し、Appleの自社

製品・サービスを今まで以上に利用者を惹き付けるものに

するのに役立てられるようにしました。※

※ AppleおよびApp StoreはApple社の商標であり、米国その他の国で登録されています。本稿は独立した刊行物であり、Apple社の許可、

後援、その他承認は取得していません。
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めまぐるしく変化する時代における規制の策定と執行 

図1：変化する環境が次世代の規制当局に多くの機会を開く 

図： Deloitte University Press（DUPress.com） 

状況を一変させるような傾向が原因で、規制当局は自

らの使命を果たすことが難しくなっています。しかし、この

ように変化する事業環境が、規制当局が直面している課題

を乗り越えるのに役立つ機会をもたらすとしたらどうでしょう

か。本稿の残りの部分では、「テクノロジーや事業モデル

の革新」「それらテクノロジーや事業モデルを構成する

要素に関するデジタル化の進展」「変化する産業界・消費者

の態度と行動」などによってもたらされる機会をとらえ、規制

当局の2大機能、「規制の策定（第1章）」と「監督と執行（第2
章）」において規制当局が重要課題へ対処する際に利用で

きる可能性を掘り下げます。
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第1章：規制の策定 

制当局は多くの場合、政策立案権限を実行する

機関に当てはまります。こうした権限にはさまざま

なものがあり、極めて規範的なものもあれば、政策実行手

段の決定においてかなりの自由度が規制当局に与えられ

ている場合もあります。議会から規制当局に対し、業界全

体を監視する権限と共に、市民や公正な市場を守る方法

の決定に関して裁量権が与えられるケースもあります。

規制の策定という業務は、自身に適用される法規制に

よって統制されており、行政手続法や行政管理予算庁

（Office of Management and Budget）による規制案への

承認といった形で統制されています。こうした手続のすべ

てが、市民を守る安全装置としての機能を果たす一方で、

規制対象の企業や事業体の過度な負担にならないように

設計されています。

公式・非公式の規制策定の手続は明確に定められてお

り11、このプロセスは、市民および産業界からの意見を取

り入れ、そして時間を要するものになる可能性がありま

す。先に説明した諸々の課題を踏まえると、規制当局は

規制策定の作業について想像力を働かせて考え、自らの

政策目標の達成を図ることが肝要になります。本章では、

次世代の規制当局が活用できる規制策定上の機会をいく

つか掘り下げることにします。

• 市場への接触に関する再考

• 検知

• 規制に代替する指針・ステートメント

• 未来の人材

• コンサルテーション2.0

機会：市場への接触に関する再考

「社会の究極的な権力を安全に委ねられる対象として、

人民以外には考えられない。もし、人民が充分な思慮をもっ

て支配権を行使するほど賢明ではないと思うなら、対応策

は人民から権力を取り上げることではなく、人民に思慮を教

えることなのだ。これこそが、憲法上の権限の乱用を是正す

る真の手段である。」―トーマス・ジェファーソン12 
変化が急速な時代において、市民や市場への潜在リスク

のすべてを特定し、それらのリスクを軽減するためのルー

ルを作ろうとすると、それは骨の折れる作業になり、おそらく

不可能でしょう。ただし、規制当局が市民と直接連携を取る

ことで、新しいサービスや商品が消費者に害を及ぼす時と、

規制当局がその害を特定する時との間にあるタイムラグを

解消し、必要な時に、規制や指針の進展状況を知らせるこ

とができるようになります。啓発資料や対話、質疑応答の場

を活用して市民の認識を高め、正しい知識に基づいた判断

ができるように促すことができます。

規
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デジタル技術は、全国レベルでの市場への接触をより

合理的にするのに役立ちます。一般の間でのデジタル技

術の普及はますます進んでおり、2011年は10億人弱だっ

た世界のモバイルブロードバンドの契約件数は、2016年に

は50億人を超える見通しです13。オンラインプラットフォー

ムを利用すれば規制当局は、市民および市場の懸念や

視点を一度に多く把握する仕組みを作ることができます。

米国政府の独立機関で金融関連の消費者保護を担う消

費者金融保護局（CFPB：Consumer Financial Protection 
Bureau）は、市民への接触の強化を模索していました。ちょ

うどそのとき、全米の各都市が、緊急通報ダイヤル（911
番）への緊急を要さない通報の負担を軽減し、かつ市民を

素早く行政サービスに繋ぐために苦情受付ダイヤル（311
番）の導入を進めていました14。この既存のプラットフォー

ムを利用して消費者を政府機関に繋げられると考えた

CFPBは、いくつかの都市の311システムと提携し、それら

の都市の市民からの金融関連の悩みに関する連絡を

CFBPに直接繋げられるようにしました。通報は、住宅 
ローンやクレジットカード、債権回収業者など金融商品・

サービスに関連した問題をカバーしました15。 

リチャード・コードレイCFPB長官は、311システムによる利

益は「素晴らしいwin-winである。消費者はこれまでより直

接的にCFPBに連絡をとることができ、各都市もおそらく自

己の負担を減らせ、住民を専門家に繋げることができる」

と説明しています16。311システムによって市民は規制当

局に直接相談し、透明性が確保された形で迅速に自分の

問題に対処できます。またCFPBにとっても、市民が直面

している金融関連問題に関する情報を収集できる機会で

あり、CFPBがより正確な情報に基づいた的確な政策を策

定するのに役立つ可能性があります。

考慮すべきポイント

• 迅速かつ頻繁に接触する：オンライプラットフォームを利

用すれば規制当局は市民に素早く接触できます。その

結果、政策および実務に関する率直な対話が可能にな

り、消費者および規制当局の両方が情報を得られます。

• 従来型の対話にとらわれない：ニューヨーク州金融サービ

ス局のベンジャミン・ロースキー局長は、新しいビットコイン

規制を策定した際、市民に接触するためのある方法を見

出しました。ロースキー氏はReddit（注：ソーシャルメディ

アサイト）の「Ask me anything（何でも質問してください）」

というセッションに参加し、懸案の規制について数百人の

市民と対話する機会を設けました17。市民に接触するの

にRedditを使用することでロースキー氏は、ビットコイン

業界が抱える問題に対処することができました。

CoinDesk（注：ビットコインと電子通貨に特化したインター

ネットニュースサイト）は、ロースキー氏のセッションによっ

て「法の執行のニーズとビットコイン企業のニーズの均衡

のとれた法律を策定したいという意思がより明確に示され

た」と報道しました。18

• 需要に対応できる能力を確保する：2014年の春、ラジオ、

テレビ、電話、衛星、およびケーブルによる通信を規制す

るために創設された独立機関の米連邦通信委員会

（FCC：Federal Communications Commission）は、イン

ターネットの中立性に影響を及ぼす規制改正案について

市民の意見を募集しました19。この意見募集に対して、市

民はFCCのオンライン上のコメントシステムを通じて370
万件もの意見を寄せました20。同規制案に関する意見が

大量に寄せられたため、コメントシステムが機能停止にな

りました21。この例からは数多くの教訓が得られます（後

述のとおり）。市中協議全般に関して言えば、通常の市中

協議であればこのように大量の回答が寄せられる可能性

はあまりありません。しかし、接続性が高く比較的コストを

かけないで関わり合えるために情報が短期間で「伝播す

る」という問題に陥り得るという時代に、我々は生きている

という点に注意する必要があります。規制当局には、需

要が急速に拡大したときに対応できるといった、緊急時の

対応策が必要です。

機会：間近にある転換を検知する

「我々にはすべて解答があるなどというふりを私はしな

い。しかし、質問には必ず一考の価値がある。」―アーサー・

C・クラーク22 
革新的なテクノロジーや新しい事業モデルが規制当局の不

意を突くときがあります。そうしたテクノロジーや事業モデルが

急速に広まるときは特にそうです。次に生じるブームを検知す

る手段がなければ、規制当局は永久に後れを取ってしまうリ

スクを冒し、サービス業者や商品のプロバイダーと早い段階

で関わり合う機会や、消費者の意見を早い段階で聞く機会を

逸することになります。

市場への接触に関する再考：

消費者金融保護局
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規制当局が、表面化しつつある身近の傾向の観察に時

間と資源を投じるべきであるというのはこのためです。間近

に迫っているかもしれない転換を把握することで規制当局

は、そうした傾向が自己の使命に及ぼす潜在的影響を測

ることができます。検知能力を養うというのも、そのための

手段の一つです。検知とは、職務に影響を及ぼしうる潜在

的動向を、それが機会であるか脅威であるかを問わず、特

定するプロセスをいいます。規制当局においては、検知能

力は、その規制当局が担当する業界や分野における次の

イノベーションや動向を特定するのに役立ちます。水平線

に見える景色を把握することで規制当局は、資源をどこに

配分すべきかを見出しやすくなります。

 

絶えず変化するテクノロジー環境を把握するというのは気

が遠くなるような難題ですが、テクノロジー自体が、新しく便

利なツールという形で一定の答えを示してくれるかもしれま

せん。米国の規制分野において検知能力が使用された例

はそれほどありませんが、規制当局は、国家安全保障イン

テリジェンス分野の機関を参考にして、どのように検知能

力を応用できるかを確認すべきでしょう。

米国国家情報長官の管轄下にある研究機関のインテリ

ジェンス高等研究計画活動（IARPA：Intelligence Advanced 
Research Projects Activity）などの組織は、自身を取り巻く

環境における機会と脅威の予測および把握に努めていま

す。 IARPAの科学文献に基づく展望と理解（FUSE ：

Foresight and Understanding from Scientific 
Exposition） プログラムは、「技術の出現の体系的・継続

的・包括的評価に役立つ自動化法」の開発を目指すもので

す23。つまりFUSEは、情報アナリストが、最新の技術やイ

ノベーションがどこで生まれる見込みがあるかを把握でき

るよう支援することを目指しているのです。

ある規制当局においては、同じようなツールを利用して自身

の領域を精査し、イノベーションや新興企業といった最新の

動向を特定することができるでしょう。そのうえで、それらの

最新動向を分析することで、消費者や市場にもたらされる

潜在リスクや機会を洗い出し、先を見越してテクノロジーを

特定し対処することを促すことができます。他の規制当局

においては、自己の使命を達成する方法に検知能力を組

み入れることで、物事が次々と「通り過ぎる」ことを防ぐのに

役立てることができるかもしれません。

考慮すべきポイント

• 出現しつつあるテクノロジーを把握する：単に自己の業

界において「次のブーム」になり得るイノベーションを特定

するだけでは十分ではありません。そうしたイノベーション

による規制への潜在的影響を把握する必要がありま

す。イノベーションを早い段階で特定することで、規制へ

の影響と対処法を検討し、市場への接触を開始する時

間を確保できるかもしれません。例えば、米国道路交通

安全局（ NHTSA ： National Highway Traffic Safety
Administration）は2013年5月に自律走行車に関する最

初の方針を公表しました24。これは同車両が主流になる

という予想25よりも前のことです。

• ネットワークを構築する：テクノロジーは、規制当局が所

管する幅広い領域に及ぶ場合があります。二次的影響

および三次的影響を及ぼす可能性があるテクノロジーを

完全に把握するうえではネットワークが重要です。

NHTSAは、これを独力で行なうのではなく米国運輸省

（DOT：Department of Transportation）といった他の機

関や自動車メーカーと関係して運転者講習を実施し、運

転中の運転者に対して車両間通信がどのように作用す

るかを調査しました26。

機会：規制に代替する指針・ステート

メント
消費者を守り、かつ新しいテクノロジーにも対応する

ルールを考案するという努力は、まるで規制のもぐらたたき

をしている感覚にもなる場合があります。健康アプリがその

良い例です。IMSヘルスの2013年レポートは、主要アプリ

ストアからダウンロードできる「ヘルス、健康、医療アプリが

何万もある」ことを特定しています27。 
こうしたアプリは、減量管理から糖尿病患者の血糖値の

記録まで多種多様に及びます。運動や消費カロリーをユー

ザーが記録できるようにするなど、無害であると考えられる

アプリもあれば、害を及ぼしかねないアプリもあります。ユー

ザーが医者による管理の代わりにアプリのフィードバックを

使用するようなときは、特に危険です。米食品医薬品局

転換を検知する：

IARPA のFUSE 
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（FDA：Food and Drug Administration）はこうした可能

性を認識し、規制対象にする医療関連モバイルアプリの

種類を同局がどのように特定するかの大要を示す指針文

書を2013年および2015年に公表し、健康アプリメーカー

に対して「明瞭性と予測可能性」の提供を図りました28。 
新商品・サービスを開発する際に適用すべき明確なガ

イドラインを業界の革新者に示すことで同じような課題に

対処した、先見の明のある規制当局もいくつか存在しま

す。また、事業者側が独自の基準や規範を考案し、それ

を規制当局が基本基準として採用したケースもあります。

 
 

米連邦取引委員会（FTC：Federal Trade Commission）
は、プライバシーをはじめとする消費者の安全を守る責

任を負います。現在至る所で使われている携帯電話は、

今や、従来の電話をはるかに超える存在になり、当座預金

口座への預け入れや通勤に使う車の手配から個人の健康

データの記録まで、日々の生活において数え切れないほど

使用されていますが、これが、消費者のプライバシーに関

する数多くの問題の原因になっています。モバイルアプリ

のこうした悩ましい生態系に対するFTCの対応は、他の

規制当局の参考になるかもしれません。

アプリができることとできないことについて細かく規定する

のではなく、同機関は「すべてのアプリはお互い異なる」こ

とに気付き、ガイドラインをまとめました。このガイドライン

が消費者とアプリ開発者の両方に指針を示し、アプリ開

発者が後になって規制違反になるリスクを冒すのではな

く早い段階で自らを教育するよう促しています29。 

FTCがまとめたレポートにガイドラインが示されていま

す。以下に、その一部をまとめました。

– 個人情報保護に関する方針を策定し、オンライン上

のアプリストアを経由して容易に閲覧できるように

する

– 情報開示は必要な際にその都度行い（ ”just-in-
time” disclosures）、機密情報を収集・共有する前

に明示の承諾を得る

– 定型かつ短文の個人情報の開示方法を作成するた

めのガイダンスを提供することができる自主規制機関

や同業組合、業界団体への加入を検討する30

FTCは、モバイルアプリを規制するにあたり、過度に細かく

規定すると規則が直ぐに時代遅れになりかねないと認識し、

詳細な規制の代わりに、「モバイル環境の進化に応じてFTC
はこの領域における動向を引き続き注視し、企業がプライバ

シーに関する情報を消費者に効果的に提供するのを促す新

しい方法を検討する」との方針を示しました31。 

考慮すべきポイント

• ガイドラインを通じてアドバイスする：ガイドラインは、急速

に変化するテクノロジー環境の下で、市民と新商品・サー

ビス開発業者の両者をナビゲートするのに役立つもので

す。ウエラブル機器に関するFDAの指針草案には、同局

のガイドライン案のほか、各種シナリオの事例、シナリオ

の検証方法、また同局が機器の検証に使用する手順が

盛り込まれています32。健康に関するウエラブル機器の

開発業者はこの文書を利用し、FDAの承認を取得して機

器の開発を進めたいかどうかを判断できます。

• とりあえず全体像に着目し、後で細かい内容を詰める：ガ

イドラインと進化するテクノロジーの注視という組み合わ

せで今は対応しておき、将来的によりきめ細かい規制を

策定するというプランも考えられます。上記のFDAの例で

は、仮に新たな規制が必要になったときは、FDAは、ウエ

ラブル機器に関して公表したガイドラインを出発点として

使用できます。

• 市場と消費者に「予告」する：規制としての拘束力はない

ものの規制される側に判断の基礎を提供するガイドライン

を公表することに加え、SECなどの他の機関は、各委員

が承認したステートメントを発行し、表面化しつつある問

題に関するその機関の最新の考え方を一般に示していま

す。ガイドラインとステートメントはいずれも市場参加者に

一定の姿勢を示すものです。仮に企業がある特定の方向

に向かっており（例えば、新しいビジネスの方法への大規

模な投資の実行など）、その行為がガイドラインまたはス

テートメントの範囲の内か外にあるのか不明瞭だったとし

ます。その場合でも、多くの規制当局が整備している事前

確認のための仕組みを利用して、規制当局に相談すること

ができます。よって企業は、規制が適用される前にサポート

を受けられます。

規制に代替する指針：

米連邦取引委員会

9



次世代の規制当局 

機会：未来の人材

若い人材の獲得・維持は長年、連邦機関にとっての課

題になっています。2013年は最悪の状況に陥り、30歳未

満のほぼ25%が民間部門の労働者であるところ34、連邦職

員の割合はわずか7％33にすぎませんでした。ベビーブー

マーが一斉に定年退職を迎える時期が差し迫っている状

況に、慢性的に若い労働者が少ないことが重なり、連邦機

関はデジタル音痴になる恐れがあります35。 
規制当局は、若い人材をどのように惹きつけられるかを

考える必要があります。さもなければ、新しい課題を理解し

有効な解決策を創造するのに必要なスキルが不足するリ

スクを冒すことになりかねません。例えばこれは、米国の

内国歳入庁（IRS：Internal Revenue Service）にとっても

大きな問題であり、その従業員に占める50歳超の割合は

半分以上、そして30歳未満はわずか3％という状態にあり

ます36。調査によると、ミレニアル世代が魅力を感じる組織

は、公共の利益に貢献するという使命を持つ組織であると

され37、IRSや他の行政機関には自身のマーケティングを見

直す機会が生じています。IRSのウェブサイトはスローガン

に「Count on me（私にお任せください）」を掲げ、新卒者に

直接売り込みをかけています38。 
若い人材を公共サービスへ取り込むのに成功している

機関もいくつかあります。消費者金融保護局（CFPB）が設

立されると、同機関の使命に魅力を感じた若い弁護士から

CFPBに多くの応募が集まりました。CFPBの立案者である

エリザベス・ウォーレンはまた、ハーバード大学法科大学

院に持つ自身の人脈にもCFPBの主義を支持するよう影

響を与えました39。労働市場が機能不全に追い込まれ多く

の人が影響を受けたような金融危機を防ぐという使命を持

つ新しい組織を構築する機会が、本来であれば連邦職員

になることを拒絶していたであろう人材を惹き付けたのかも

しれません。

規制当局における平均年齢の構成の分散以外にも、自

己の使命を達成するため、今後どの技能が欠かせなくなる

かを特定し、現在の職員が持つ技能とほぼ間違いなく異な

るであろうそうした技能が備わった人材を採用することが

規制当局にとっては重要です。

連邦政府は、一般的に、一部の民間会社と同じ水準の給与

や賞与を支給できませんが、熱意のある若い労働力に、国

家が抱える極めて複雑な諸々の難題に取り組む機会は提

供できます。ローテーションやインターンシップ、その他非従

来型のキャリアの道を拡充することで、若い従業員を取り込

み、本来であれば興味を持たなかったであろう政府機関で

のキャリアに就くきっかけを作ることができます。

2012年、バラク・オバマ大統領は、テクノロジーと政策が交

わる部分に存在する複雑な難題に取り組む革新者をさまざ

まな業界から獲得するために、12ヵ月の特別研究員プログ

ラムを立ち上げました40。多種多様な経歴を持つフェロー（特

別研究員）が集まり、プログラム責任者のギャレン・ギヴンス

が形容したように、「優れた技術を持つ一方で、政策や役所の

仕事を減らし、各種イニシアチブを今日できるものに分解する

方法を模索する人材」がこのプログラムに参加しています41。 

イノベーション・フェローはテクノロジーを活用し、アメリカが

抱える極めて複雑な難題への取り組みを進めています42。

オープンデータ、プラットフォーム、クラウドソーシングに分

類できるそれらイノベーション・プロジェクトの例を以下にいく

つか挙げます。

– Lantern Live：このクラウドソーシング・イニシアチブ

では、あるフェローが米エネルギー省と協力し、災害

時に役立つ情報や支援を提供するモバイルアプリの

開発を進めています。同アプリによって、防災に関す

る助言が適宜提供されるほか、停電に関する情報に

ついて、消費者が報告・アクセスすることが可能にな

ります。また、ガソリンスタンドを見つけ、さらにはそ

の状況を報告するのも容易になります43。 

– GI Bill® Comparison Tool：このプラットフォーム・イノ

ベーション・プロジェクトでは、何人かのフェローが米

退役軍人省（Department of Veterans Affairs）と協

力し、GI Bill（訳注：退役軍人向けの教育支援プログ

ラム）のオンライン比較ツールの開発に取り組みまし

た。このツールを利用して退役軍人、軍人、それらの

被扶養者は、9・11後のGI Bill給付を計算できるほか、

全米にある米退役軍人省承認の専門学校、大学、利

用可能な教育・研修プログラムを確認できます44。 

未来の人材：ホワイトハウスの

イノベーション・フェロー
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まだ始まったばかりのプログラムですが、60名の元フェロー

の半分近くが政府機関にとどまることを選び、多くが、米

連邦政府調達局（General Services Administration）に
おける新しいプログラムに従事し、デジタル・イニシアチブ

に取り組んでいます45。特別研究員プログラムやローテー

ション・プログラムの拡充は、優秀な人材を獲得・維持し、

政府が抱える課題に果敢に取り組むための技術的見識

と新しいアイディアを連邦機関の職場にもたらす有力な手

段になり得ます。 
 
考慮すべきポイント 

 
• 新しい採用チャネルを検討する：連邦機関の採用プロ

セスは平均すると105日かかります46。この待機期間

が、多くの有力な採用候補者を思いとどまらせている可

能性があります。ホワイトハウスのイノベーション・フェ

ローシップで確認したように、インターンシップや特別研

究員プログラムなど期間限定の雇用機会が、創造的な

解決策により政府機関を救う可能性があるほか、優秀

な人材に連邦機関の職にとどまりたいと思わせるきっ

かけになり得ます。米商務省の経済開発局（EDA：

Economic Development Administration）は、リスクを

冒すことを厭わない起業家や人材をどのように取り込

めるかを検討しています47。同局の局長は、自身の人

材戦略を推進するために2年間の特別研究員プログラ

ムの実施を検討しているほか、起業家や中小企業との

EDAの協働を改善させるアイディアを持った特別研究

員を取り込むことにも成功しました。 
 
• 関係のある業界との関係を構築する：米国防省はこの

ほど、シリコンバレーの新興企業と関係し、それら企業

のノウハウを利用して国家安全保障上の課題に対処

するため、ベンチャーキャピタル型のプログラムを立ち

上げました48。同プログラムの狙いは、起業家からアイ

ディアを募り、サイバーセキュリティなど懸念が高まりつ

つある問題に取り組むことにあります。「国家の安全保

障にとって重要なテクノロジーのすべてが国防省で生

まれるような時代は過去の話である。そうした時代は終

わったのだ」とアシュトン・カーター国防長官は述べてい

ます49。規制当局は、民間部門とのパートナーシップを

強化して複雑な問題に対する解決策の特定をクラウド

ソースし、また国家の危機の解消に関して産業界から

のアイディアを活用することで利益を享受できる可能性

があります。 
 

機会：コンサルテーション2.0 
「世論調査に関するさまざまな研究が長年にわたり行

われてきたが、人々は架空の対象や事象に対してかなり

進んで意見を述べることが実証されている」―ジョージ・ビ

ショップら50 
コンサルテーションはルール作りのプロセスに役立ち、よ

り優れた効果をもたらす場合があります。規制・政策・ガイ

ドラインがより明瞭になり、意図した結果がほぼ間違いなく

得られるように改善するために、コンサルテーションを用い

て中立的立場の者と利害関係のある者の両方から専門家

の視点を募ることができます。ある政策と他の政策を比較

して実際に選択するような状況では、規制当局が市民の意

見について正確かつ均衡のとれた解釈をするのにコンサ

ルテーションが役立つ場合があります。 
公式の「告知と意見聴取」のプロセスは1年もかかる場

合があります。通常は、文書を作成し米連邦官報（米連邦

政府による規制、規制案、告知のために毎日発行されてい

る官報）に告示し、例えば90日の意見募集期間を設け、そ

のうえで集まった意見を慎重に分析することになります。こ

のプロセスは、専門家や利害関係者から洞察力のある視

点を収集し、規制案の起草を改善させるのには極めて有

用です。しかしながら、このプロセスは専門的な情報などを

得るには効果的ですが、市民の意見を理解するには必ず

しも最適な方法であるというわけではありません。自分が

何も知らないことについてでも人は意見を述べるということ

が各種研究によって実証されています。例えば1986年、政

治学者のジョージ・ビショップ博士とそのチームは、架空の

「1975年公報法」とその他これと同じような架空または広く

知られていない法律についての意見をサンプル抽出され

たアメリカ人に聞きました。すると、全く聞いたこともない法

律についてサンプルのうち20～40％の人が意見を述べた

ことが確認されました51。 
意見募集期間を設けることは、専門家やロビー団体から

意見を引き出すには有効になり得ますが、組織化された運

動や利益団体が協議プロセスを支配し、自己の利益の増

進や個人的な利益の追求、話題作りに利用される場合もあ

ります。FCCは2014年春、インターネットの中立性に影響を

及ぼす規制改正案に関する意見を募集しました。 
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すると、最初の1ヵ月は、業界団体や消費者団体、学術界

から貴重な専門的意見が少しずつですが安定して寄せら

れました。状況が一変したのは6月初めでした。テレビコメ

ディアンのジョン・オリバーが、深夜のニュース系コメディ番

組でこの問題に関して13分間の寸劇を放送し、インターネッ

トのコメンターに「Seize your moments, my lovely trolls, 
turn on caps lock and fly, my pretties, fly.（チャンスをつ

かむのだ、親愛なるトロール（訳注：インターネットの掲示板

などで挑発的な投稿をする人）たちよ。声を大にして思いを

ぶつけるのだ、私の可愛いトロールたちよ。さあ思いをぶ

つけるのだ）」と鼓舞しました52。その結果、FCCのシステム

では処理しきれない莫大な量の意見が集まることになって

しまいました。しかし一方では、オリバーの番組のおかげ

で、FCCが行わなければならないものの、極めて専門的

で、おそらくは無味乾燥であり、通常であれば多くの市民は

見過ごすような選択に全米の関心が集まったことも確かで

す。ただ、他方では、それはFCCに正確な情報を持った市

民によるバランスの取れた意見について正確な評価を提

供するには失敗しました。

幸いにも、規制当局が市民の考えを理解するために意

見を収集し解釈するに際し、告知・意見聴取プロセスと共

に利用できる他の方法もあります。

従来型の意見聴取プロセスや調査プロセスは、正しい情報

に基づかない意見や、自己の利益を追求する組織化され

たグループの影響を受けやすいという特徴があります。

スタンフォード大学の討論型民主主義研究所（CDD：

Center for Deliberative Democracy）は、上記の両欠点を

克服することを目的とした、討論型民主主義プロセスを推

進するための5つの手順から成るDeliberative Polling®（討

論型世論調査）と呼ばれる手法を開発しました53。このプロ

セスでは、「少人数グループでの討論による審議（したがっ

て参加者には正しい情報が伝えられている）と、科学的無

作為抽出（母集団を反映し、また既得権者の影響を減らす

ため）を組み合わせて、公共政策や選挙の争点について

市中協議を実施します」54。 

討論型世論調査では、「事前事後」アンケートと少人数グ

ループでの審議を利用して意見の変化を分析し、政策の選

択肢に関してより正しい情報を得た後に参加者が自分の

考え方をどのように調整したかを評価します。CDDは、対面

とオンラインでの政策決定実験として、米国、欧州連合、お

よび中国で討論型世論調査の試験を行いました。例えば、

中国・浙江省にある温岭市の泽国（Zeguo）鎮の住民は、討

論型世論調査により地元政府の予算決議に影響を及ぼす

ことができました。2005年3月、翌年に資金を拠出するイン

フラプロジェクトについて30の選択肢を検討するよう住民は

求められました55。討論型世論調査の結果はZeguoの住民

に広く受け入れられ、同じような問題を決定する際には、翌

年以降もこのプロセスが採用されました。他方、その近くの

町のリーダーは、化学工場に土地を提供することを決定す

る前に住民に相談しなかったため、村人が道路を封鎖し、そ

の政策決定に抗議をする事態になりました56。 

考慮すべきポイント

• 戦略的な手法を利用して市民の意見を募る：討論型世論

調査などの手段は市民の関わりを促し、情報に基づく意

見を集めるのに役立ちます。上述の事例においてZeguo
地区は、公共インフラ計画に関する投資判断は、行政に

よる重要な意思決定プロセスに市民を関与させるための

良い機会であると気付きました。他にも、市民による直接

的な関与と、テーマに詳しい学術界や実務界からの専門

家による公開討論を組み合わせるという選択肢もありま

す。市民、規制当局、専門家による双方向型の対話によ

り、提案されている規制の潜在的な便益と影響に対して、

より総合的な意見が得られるようになります。

• 透明性の向上：組織の内部だけではなく、公開討論会で

意見を交わすための方法を特定することで、より優れた

政策の形成を促すことができます。米環境保護庁（EPA：
Environmental Protection Agency）のeルールメーキン

グ・プログラム・マネジメント・オフィス（eRulemaking
Program Management Office）が管理するウェブサイト

のRegulations.govは、市民にブログに投稿するときの要

領で規制案にコメントを寄せる手段を提供しています57。

規制当局が提出 されたコ メン トに対応 すると 、

regulations.govのユーザーはそのコメントを閲覧でき、そ

して規制が成立すると、規制策定プロセス中に受け取っ

たコメントに対してその機関がどのように対応したかを確

認することができます。

コンサルテーション 2.0： 
討論型社会
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機会：協働による規制

規制当局の所管する幅広い領域に及ぶイノベーション

も、規制当局が直面している課題の一つです。法的に責任

のある機関が、新しいイノベーションやテクノロジーを規制

するのに最も論理的な選択肢だとしても、その機関に、最

も効果的な規則を策定するのに必要な専門知識や視点が

すべて備わっているとは限りません。

規制当局には、複雑なテクノロジーに対処するために検

討できる2つの有力なモデルがあります。1つ目の選択肢は

「リードエージェンシー」モデルです。この手法では、一つの

規制当局が全体的なプロセスの管理を行い、そしてサポー

ト役の機関がアドバイザーとしての役割を果たします。リー

ド役の機関が、規制の策定に必要なすべてのインプットを

まとめる責任を担います。もう一つの選択肢として、「パート

ナーシップ」モデルを採用することもできます。この手法で

は複数の機関が協働し、それらの機関や、機関が指定す

る者が扱いやすい規制を策定します。どちらの手法を選択

するかにかかわらず、規制当局の所管領域が広範に及ぶ

イノベーションの規制には協働が重要な要素になります。

米議会は2012年、「世界で最も安全かつ効率的な航空宇

宙システムを提供する」という使命を有する組織の米連邦

航空局（FAA：Federal Aviation Agency）に、2015年9月ま

でにドローンを米国の領空に組み入れるための戦略を構

築するという任務を課しました58。民間でドローンの使用が

広がる見込みは桁外れであり、一部では、商業・非軍事的

市場は2025年までに800億ドル超になると見積もられてい

ます59。ドローンは、結婚式での写真撮影や橋梁の検査、

宅配ピザチェーン、緊急時対応などさまざまな用途に使用

できます。ドローンの潜在的な用途の数を踏まえFAAは、

10年後には30,000台以上のドローンが米国の領空を飛

ぶことになると見積もっています60。大局的に見るために

補足すると、現在米国上空を飛んでいる航空機の数は、

どの任意の時点を切り取っても、わずか7,000機です61。 

FAAは2015年2月に規制案を公表しました62。同規制案

の策定プロセスにおいてFAAが直面した課題は、先に列

挙した無数の用途に関するものでした。規制当局が自力

で対応できていた所管領域では、ドローンには対応しきれ

ませんでした。例えば、FAAの関心はアメリカの領空の安

全性維持ですが、ドローンは、米国農務省（USDA：

United States Department of Agriculture）にも農家のた

めの正当な用途があると考えられるほか、地域の警察も

薬物の製造施設を特定するためにドローンを使用したいと

考える可能性があり、場合によっては市民のプライバシー

や人権に関する議論が求められます。こうしたケースで

は、有効かつ十分効果のある規制を作るのに必要な専門知

識は、FAAが対応できる範疇の外にあると考えられます。 

FAAの規制案に対する反応は概ね肯定的な内容でした

が、この規制が対象とするのは急速に進化する業界であ

るため、いずれ改正されることが見込まれます63。将来的

にFAAは、ドローン規制にはリードエージェンシー・モデル

を利用することを検討しても良いかもしれません。この手

法であれば、安全な領空域を提供するというFAAの使命

およびドローンを規制するというFAAの法的権限が尊重さ

れる一方、経済界や学術界、市民社会、他の政府組織か

らの、さまざまな専門領域の利害関係者を関与させるもの

と考えられます。この作業グループが、ドローンの特定の

用途に適用される規制について提言を立案することがで

きるのではないでしょうか。または、FAAはパートナーシップ

モデルを選択してもよいでしょう。この場合は、FAAは特定機

関と協調を図り、ドローンの特定の用途に対する規制を策定

できるのではないでしょうか。例えば、農業でのドローンの使

用についてはUSDAと協調し、法の執行への利用につい

ては米国司法省（DOJ：Department of Justice）と協調し

て規制を策定できるでしょう。

協働による規制：

ドローンとFAA 
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考慮すべきポイント

• 自分の協力者を識別する：他の機関はどのような取り

組みを進めているでしょうか？それらの機関のうち、関

係する意味がある知見、専門知識、または所管領域を

有している機関はあるでしょうか？同じ業界の監督を誰

が検討しているでしょうか？例えば、3Dプリンターによ

る銃製造法がオンライン上に出回らないようにする責

任を担う機関はアルコール・タバコ・火器及び爆発物取

締 局 （ BATFE ： Bureau of Alcohol, Tobacco,
Firearms, and Explosives）であると考えがちですが、

ニューヨークタイムズ紙によるとDefense Distributed製
のリベレーターの場合は、実際に同製造法の掲載削除

を要求したのは米国国務省防衛通商管理部（State 
Department ’ s Directorate of Defense Trade
Controls）でした64。取り組む課題は同じであったとして

も、異なる法的権限および視点を持つ機関が関係官庁

の至る所に存在します。そして、それらの機関をある特

定の課題に関与させることが可能なのです。

• 他の機関との関係のあり方を決定する：規制を協働して

策定すべきでしょうか、それとも規制策定プロセスにお

いて他の機関の専門家にアドバイザーやコンサルタント

を務めてもらうべきでしょうか？ロボットは、規制当局間

での広範にわたる協働を必要とするかもしれない新興

テクノロジーの一つです。ワシントン大学の法学部教授

であるリアン・キャロ氏は、米連邦ロボット委員会の創設

を提言しています。行政のあらゆるレベルでのロボット

規制の取り組みをとりまとめる機関を創設し、その機関

が、必要な時に政策当局に助言をし、またロボット産業

の規制の策定および監督を担う各規制当局間の調整を

促進するという構想です65。新しいテクノロジーが出現す

るたびに新しい機関を設立するというのは現実的なアプ

ローチではないかもしれませんが、キャロ氏は、表面化

しつつある課題に対処するときに規制当局間で協働が

図られたさまざな事例があると指摘しています66。
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第2章：監督と執行 

制の策定に加えて、規制当局は施行された規制が

遵守されているかを監督し、違反があれば執行措置

をとります。今日の規制当局は膨大な量のデータにアクセ

スできます。大量のデータに、高性能化が進む分析ツール

とクラウドの威力を組み合わせることで、規制当局による限

られた資源の有効活用と、市民や企業の法令遵守の負担

軽減を促すことができます。

本章では、次世代の規制当局が活用できる監督・執行に

関する機会をいくつか掘り下げることにします。

• 関連付けて予測する

• 規制者としての市民

• オープンデータ

• 協働による執行

• 遡及的な見直し

機会：関連付けて予測する

規制当局による検査は多大な時間と費用を要するプロ

セスであるため、すべての人を監視するには法外な費用が

かかります。規制当局は無作為に検査を実施するのです

が、これは、資源を非違反者に過度に配分するリスクを伴

い、また場合によっては、検査を受ける可能性について違

反者が費用対効果分析を実施し、コンプライアンスによる

負担の方が違反に伴う潜在リスクよりも重いと判断すると

いう構図を生む可能性があります。

しかし、データ分析を応用することで、規制当局の限られ

た検査資源への投資利益率（ROI）を改善できる可能性が

あります。コンピューターの処理能力が向上し、またストレー

ジが安価になったことにより、大量のデータを組み合わせて

分析し、違反または違反者である可能性を示す相関性を特

定することが、かつてないほど容易になっています。規制当

局は他の政府機関のデータを使用して、自身が規制する業

界から収集しているデータを強化できる場合もあります。追

加的なデータソースを利用することで、違反者である可能

性を示す危険な兆候を特定するための新しいデータの相関

性が得られます。違反者に該当する可能性がある者を特定

できれば、検査・執行の資源をそこに集中させることができ

ます。

ニューヨーク市消防局（ FDNY ： New York City Fire 
Department）は、火災リスクを確認するために建物の検査

を毎日行っています。ニューヨークのような大きな街であれ

ば想像に難くありませんが、FDNYが1年間で検査できる建

物は、管轄内の建物数合計のほんの一部です。全体で

300,000軒ある建物のうち、検査できるのは50,000軒程度

です67。 

関連付けて予測する：

FDNY のリスクに基づく検査 

規 
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ここ数年かけてFDNYは、危険性が極めて高い建物を

特定するのに役立つFireCastというシステムを構築しま

した。これは、占有区分やスプリンクラーの数など検査

中にFDNYが集めたデータと、そして何よりも、 市長庁

舎のデータ・アナリティクス・データブリッジ（Mayor’s 
Office of Data Analytics DataBridge）インフラを用いて

ニューヨークの都市計画、建築、環境保護、および財務

部門のデータを利用するシステムです68。このようにデー

タを組み合わせることでFDNYは、アルゴリズムや分析

を実行し、建物検査の特定および優先順位の決定を行

なっています。

FDNYは、このデータを繰り返し利用することで、各検査

が実際に火災リスクを特定できる可能性を高める努力

を続けています。2013年にこのシステムを構築して以

来、成功の兆候が示されています。消防局の職員は、こ

のシステムは作業負荷を軽減し、火災発生の危険性が

極めて高いが長年にわたり検査が実施されていない市

内の建物を検査員に教えてくれると報告しています69。 

考慮すべきポイント

• データIQの向上を続ける：膨大な量の複雑なデータを

効果的に分析するのに必要なスキルを高め、組織の

データIQを向上させる必要があります。行政にとって

データがどれだけ重要であるかを示すと、オバマ政権

は2015年初旬、米国政府最高データサイエンティスト

というポジションを創設し、DJパティル博士を同職に任

命しました70。パティル博士は目標として、「国家が所

有するデータによる社会還元を最大化する方法の展

望」を示すこと、データ管理に関するベストプラクティス

の確立、官・民・学の協働強化を掲げています71。

• 実験と検証を行う：すべてのデータの間に相関関係

があるわけではなく、またすべてのデータに関連性が

あると判明するわけではありません。したがって、多く

の仮説と理論をテストする必要があります。FDNYの
FireCastは、本稿執筆時点で3.0版まで更新されてお

り、更新されるたびに、前のバージョンからの改善、

学んだ教訓、および発見が組み込まれています72。

• データギャップを特定する：現在のデータを評価し

ギャップを特定します。すべてのデータが一様に共

有可能であるわけではなく、どのデータを組み合わ

せられるかについて制約が存在する場合もある点を

考慮する必要があります。米連邦政府調達局

（General Services Administration）のdata.govチー

ムによる「Project Open Data Dashboard」は、主席

財務官法（CFO Act）の対象機関のパフォーマンスを

ホワイトハウスのオープンデータ方針と照らし合わせて

確認するものです73。このツールは、市民、公務員、およ

び政策当局に、どこにデータギャップが存在するかにつ

いてヒントを与え、また各機関の取り組みが評価される

のを可能にします。

機会：規制者としての市民

予算上の制約があり資源も限られている時代において

は、必要なデータをすべて収集するのは難しいという問題

に規制当局が直面する場合もあります。ただし規制当局が

利用できる、新しい貴重なデータソースがあります。すなわ

ちそれは、市民からのデータです。

市民からデータをクラウドソーシングするには、2つの方

法が考えられます。

• アクティブ・データ収集：センサーネットワークの設置や

アプリのダウンロードなど、ユーザーが一回または継

続的に規制当局に関与する必要があるソース

• パッシブ・データ収集：口コミ・評価サイトやソーシャル

メディアなど、市民が規制当局と直接関わる必要がな

いソース

いずれの手法にしても、データへのアクセスを得る方法

を検討する必要があります。アクセスを得るには、データを

どのように使用するかについて、データを所有する企業や

市民利益団体などの適当な利害関係者と交渉し透明性を

確保する必要があるでしょう。そうしたデータを利用するこ

とで、市民や消費者が現場で何を経験しているかについて

よりきめ細やかな知見を得ることができ、限られた監視・執

行資源の割り当てを改善できます。

FCCは2012年、ブロードバンドの性能調査プログラム

「Measuring Broadband America」の範囲を拡充し、モバ

イルブロードバンドの性能も対象に含めました。FCCは、

収集したデータを「消費者、業界、政策当局に知らせ、全

米のモバイルブロードバンドの性能を改善したい」と考えて

いました74。このデータを集めるために、FCCはあるアプリ

ケーションを開発しました。

規制者としての市民：

米連邦通信委員会のスピード

テスト・アプリ
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FCCのスピードテスト・アプリにより、ユーザーが自身のモ

バイルブロードバンドの性能を測定し、そのデータを同機関

に匿名で送ることができるようにしました。こうしたデータを

クラウドソースするのに他の手段を用いていれば、きっと大

規模な調査になり、しかもモバイルブロードバンドの性能に

関する特定時点の状況しか得られず、ネットワークの完全

な理解を得るには携帯電話会社からのデータを必要とした

でしょう。その代わりに、上記アプリケーションを利用するこ

とでFCCは、モバイルブロードバンドの性能に関する匿名

データを継続的に受け取り、アメリカ全土のモバイルブロー

ドバンドの状況の全体像をほぼリアルタイムで得ています。

FFCのデイビッド・ブレイ最高情報責任者（CIO）の言葉を借

りれば、FCCのスピードテスト・アプリは、150,000ドルの初

期投資の「10倍のリターン」に相当し、「市民は、以前まで

は政府が果たしていた役割を担うことを渇望している」こと

を示しました75。 

考慮すべきポイント

• データの可用性：重要な最初の手順は必要なデータの

特定です。例えば、ニューヨーク市保健精神衛生局

（New York City Department of Health and Mental
Hygiene）は、食物経由の疾患を追跡したいと考えてい

ました。同機関はYelpのデータを利用し、以前までは知

られていなかった食物経由の疾患が、3件のレストラン周

辺で流行していたことを3つ特定しました。保健検査員が

それらレストランの立ち入り検査を実施したところ、衛生

基準の違反を数多く発見しました76。

• 検証：データを利用して何らかの行動を起こす前に、その

データが信頼できるかを検証することが重要です。そのた

めには、情報源の調査や、苦情の基準が必要になるでしょ

う。クラウドソースしたデータは強力な指標となり、規制当

局が対象を絞って調査を実施するのには役立ちますが、

違反特定の裏付けとなる証拠が必要となります。トレンド、

または統計的に有意な指標は、十分大きなデータからし

かあぶり出せない場合もあります。アメリカ海洋大気庁

（National Oceanic and Atmospheric Administration）が
自己の気象モデルを改良するのに用いている手法の一つ

に、mPING（Meteorological Phenomena Identification
Near the Ground（地表付近の気象特定））と呼ばれるアプ

リの使用があります77。このアプリを利用してユーザーは、

自分の周りの天気の状況を匿名で30秒おきの頻度で

報告できます78。サンプルサイズが十分大きければ、「ク

ラウドソーシングの一貫性によって、一次レベルの品質

管理プロセスが決まります」79。 

• プライバシーとデータ機密保護：ユーザーの個人情報保

護、匿名性、データの利用に関して明確な要求を持つこ

とは重要です。場合によっては、所定のデータを特定の

ユーザーに関連付けることが必要になります。例えば、消

費者が規制当局に直接苦情を提出できるようにするツー

ルや、個人情報が必要なくユーザーの匿名性が理に適っ

ているFCCスピードテスト・アプリなどが、そうした状況に

該当します。

機会：オープンデータ

「情報は自由を求めている」―スチュワート・ブランド80 
データから最も重要な発見を導き出すのに役立つ専門知

識や知見が、自分の組織外に存在する場合もあります。こ

うした問題に対する有力な解決策の一つが、データのオー

プンソース化です。データを、利害関係のある市民、企業、

非営利組織に公開するのです。

データの公開がもたらす潜在利益はいくつかあります。

データを、自分の組織に勤務していない人、つまり専門家

や利害関係を有する一般人、業界のアナリストも閲覧でき

るようにします。これらの人がさまざまな視点、考え方やス

キルをもたらし、閲覧できていなければ見逃されていたであ

ろう分析や結論に到達できる場合があります。データの公

開はまた、規制当局の使命や関心事を一般社会に知らせ

るのにも役立ちます。

ただし、全データを公開する前に、検討する必要がある

要素がいくつかあります。公開するデータは、可能な限り正

確である必要があります。そうすることで、利害関係者が有

効な結論を導き出すことが促されます。また、データフォー

マットも明確に定義し、文書や例を通じて明確に伝達する必

要があります。さらに、データ公開に伴い生じると考えられる

二次的・三次的影響を検討すべきです。1つの特定データで

あれば匿名の実体を特定することはできなくても、他のデータ

と組み合わせることで特定できるようになる場合もあります。
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オハイオ州ゼーンズビルのうち圧倒的にアフリカ系アメリ

カ人が多い地区の住民は、50年以上にわたり市の送水

管からの浄水へのアクセスを拒否されており、雨水を使

用するか、水を買いに町まで車で出かけることを余儀なく

されていました81。しかし、遂に住民は告訴しました。その

裁判で使用された重要な証拠の一つが、オープンデータ

から作成された地図でした。どの住居が送水管に接続さ

れているかを含む水道会社からのデータと、町の人口動

態を示すデータが重ね合わせられた地図です。そのよう

にして作成された地図は衝撃的なものでした。ゼーンズビ

ルの白人の住人が住んでいる家と、市の送水管に接続さ

れている家との間に十分有意な相関関係があったので

す。結果、裁判官は、原告のアフリカ系アメリカ人に有利

な判決を下し、1,090万ドルの和解金の支払いを命じまし

た82。2つのオープンデータを組み合わせるという単純な

方法によって、これらゼーンズビルの住人に対する差別

疑惑が浮き彫りになったのです。

考慮すべきポイント

• どのデータを共有できるか：共有するデータによって機

密情報や個人識別情報が必ず明らかにならないように

するというのも重要な検討事項の一つです。データを

公開する前に、共有するデータの非特定化の検討を確

実にすべきです。例えば、CFPBはこのほど、消費者が

消費者苦情データベースに自分の苦情を公開するか

どうかをオプトイン選択にしました83。また、CFPBは、

投稿の公開をオプトインにする以外にも、データがどの

ように使用されるか、どのデータが非特定化されるか、

消費者の個人情報がどのように保護されるかについて

も情報を提供しています84。

• データをどのように共有するか：データは、アプリケー

ション・プログラミング・インターフェイス（API）を通じて

共有することもできれば、生データ形式でも共有できま

す。データフォーマットも検討すべきです。理想を言え

ば、他のデータと容易に組み合わせられる、または結

びつけることができるような形でデータを共有したいも

のです。そうすることで、確立したスタンダードや広く用

いられているデータフォーマットに準拠することになる

でしょう。CFPBの消費者苦情データベースの場合は、

APIを経由してデータにアクセスするか、さまざまなファ

イル形式でエクスポートし、オフラインで分析を行うこと

が可能です85。

機会：協働による執行

多くの場合、業界固有の理由または固有の事情が理由

で、企業や個人は複数の規制当局に対応しなければなりま

せん。例えば、職場関連事項は労働安全衛生庁

（Occupational Safety and Health Administration）、人的

資本関連事項については労働省、そして業界を規制する地

方や州レベルの規制当局と付き合わなければならないケー

スもあります。金融など複雑な市場では、これらさまざまな

規制当局が、それぞれの責務を果たすうえで同じようなデー

タ、場合によっては同じデータを要求する場合もあります。

こうした重複は、規制される側と規制する側の両方にとっ

て負担になります。規制される側は、同じようなデータにつ

いて複数の要求に対応しなければなりません。他方、規制

する側は、一般的に、自身が使えるデータを他の機関が既

に持っていたとしても、限られたリソースを使用しつつ、デー

タを受け取るまで待たなければなりません。有力な解決策

の一つが、産業界と規制当局が協働する手段を見出し、デー

タ提出に関する要求の合理化と規制当局間におけるデータ

共有の改善の両方を図るというものです。例えば、一定の

当局については、立入検査・調査を行う対象は自身が管轄

する企業の一部のみとし、カバーできない部分について

は、有用なデータを持ち帰ることができる他の規制当局が

対応するとしても良いかもしれません。

 
 
 

大切な家族を亡くすというのは、遺族にとっては辛いもので

す。そしてこれに、死亡届を出すのに必要なお役所的な手

続きが拍車をかけます。遺族は、死亡登記を行うには複数

の機関に届けを出さなければなりません86。イギリス政府は

「Tell Us Once（届け出は一ヵ所で）」サービスを考案しまし

た。遺族は死亡届をオンラインで提出でき、提出された情

報を、以下の組織を含む複数の組織が共有します。

• 歳入関税庁（Her Majesty’s Revenue and Customs）87

• 労働年金省（Department for Work and Pensions）88

オープンデータ：ケネディー氏

対ゼーンズビル市事件 

協働による執行：

イギリスの「TELL US ONCE」 
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• 運転免許庁（Driver and Vehicle Licensing Agency）89

• 旅券局（Passport office）90

• 地方自治体（The local council）91

このサービスにより、特に辛い時期における市民の負担

を取り除きながら、複数の組織が必要なデータを受け取る

ことができます92。 

考慮すべきポイント

協働強化の時代に突入するなか、規制当局は次の事項

を検討する必要があります。

• パートナーの候補：どの機関が自身の領域と関係があ

るでしょうか？適切なパートナーを特定し、必要な合意

を形成することで、データの共有と協働を促進できま

す。新しい薬剤のサプライチェーンはグローバル化が

進んでいますが、患者の安全確保を目標に掲げる規制

当局もグローバル化を進めなければなりません。各国・

地域の医薬品規制当局間の協働と調整の強化を後押

しするために、新しい組織の薬事規制当局国際連携組

織 （ ICMRA ： International Coalition of Medicines
Regulatory Authorities）が創設されました93。この新組

織は、各国・地域にある約25の加盟機関間の「手続き

の重複を避ける」ことをその主要目的の一つに掲げて

います94。

• データの使用：すべてのデータを共有できるわけでは

ありません。データへのアクセスをアクセス権のある者

のみに限定することで、規制する側と規制される側の

間での信頼醸成が促進されます。ICMRAは比較的新

しい組織ですが、「迅速な情報共有」を目的とした作業

部会を既に設立し、世界中の規制当局の間で行なわ

れるデータ共有に関する課題に取り組んでいます95。

機会：遡及的な見直し

「規制を1万件も作ったら、法の尊重が完全に失われ

る。」―ウィンストン・チャーチル96 
毎日、新しい規制が提案され、規制案に対して意見が

寄せられ、そして確定した規制が連邦官報に掲載されて

います。こうした規制が既存の規制に追加され、そして

規制当局の監督・執行範囲を広げます。規制される側から

見ると、こうした新しい規制は、その規制が適用されるかど

うかを把握し、そして適用される場合は、新しい規制が適用

されることで影響を受けるかどうかを把握するための、時

間・労力・お金の投資を意味すると言えるでしょう。

大統領令13563号「規制および規制審査の改善」（Executive 
Order 13563 "Improving Regulation and Regulatory Review"）
に、この問題に対する一つの解決策が含まれています。同

大統領令は連邦規制当局に対して、重要な規制を見直し、

「自身の規制業務をより効果的にしまたは軽減するために、

それら規制を修正し、簡素化し、拡大し、または廃止すべき

かを判断するための」計画を策定・提出することを要求して

います97。監督・執行の観点から見ると、施行済みの規制の

定期的見直しは、資源を集中させる必要がなくなった領域

がないか、またはもっと力を注いで監督すべき領域がない

かを特定するのに役立ちます。

一つの機関が公布したすべての規制を見直すというのは

至難の業ですが、この作業は、産業界との信頼を築く一つの

手段であり、継続的な改善に取り組むという、その機関の姿

勢を示す手段の一つでもあります。機械学習や人工知能な

どの新しいテクノロジーの出現が、この仕事を容易にし、規

制の見直しをもっと頻繁にできるようにするかもしれません。

 

 

イギリスは2005年、「規制による不必要な負担を最小限に

抑えながら規制による保護を最大化するために」新しい政

府 機 関 であ る 規 制 改 善 実 施局 （ Better Regulation 
Executive)を創設しました98。イギリス政府はそれに伴い、

行政上の負担総額を5年間で25％、年間35億ポンドのペー

スで減らすことを約束し、この目標を利用し、各機関に現行

規制の見直しを奨励しました。GDPと為替レートを物差しに

して米国に置き換えると、これは年間340億ドルの行政費用

の削減に相当します99。 

遡及的な見直し：

規制改善実施局
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既存規制の見直し過程においてイギリスの規制当局は、

自身の監督・執行業務を合理化し、規制当局および規制さ

れる側の両方の負担を軽減できる分野を特定しました。新

しい動向またはイノベーションを規制する必要性に規制当

局は直面していたため、この35億ポンドの目標は、既存規

制を見直し改善できそうな分野を洗い出すという作業に資

源を投入する誘因を同国規制当局に与えました。

規制改善実施局は、効果的かつ負担が最小限の規制を達

成するための取り組みをさらに進化させました。同局は

2012年、規制について「one-in, two-out」ルールを導入し

ました100。新しい規制の導入を希望する規制当局は、コス

ト面で（新規制と）同等の既存の規制を2つ廃止しなければ

ならなくなりました。そのようにして、その機関によって課さ

れる負担が変わらないようにしたのです。この取り組みの

結果、各規制当局による規制の優先順位付けが促され、

そして少なくとも報告によると、規制に代わるものを検討す

る事例が増えました101。 

考慮すべきポイント

• 負担を定量化する：規制による負担と監督および執行コ

ストの定量化は、最初に取り組むべき重要なステップの

一つです。他の国でも、規制体制全般の改善機会に

関する議論の足掛かりとして同じような取り組みが用い

られています102。NHTSAは、1970年以降に施行した規

制の見直しを定期的に実施し、それら規制の有効性を評

価しています。NHTSAは規制の見直しをさまざまな視点

から行っています。「救われた命」は、「救われた命当たり

のコスト」と並んで重要な指標の一つです。同様に、「耐

衝撃性」「衝突回避」、およびNHTSAの規制が原因の自

家用車の総「コスト＆重量」の増加も、規制を評価するの

に用いられている要素です103。 

• 無駄な規制はどうするか？：無駄または重複する規制

は、より効果的になることを期待して改正するか、または

完全に排除すれば良いでしょう。イギリスは、規制簡素

化（Red Tape Challenge）プログラムを通じて、さまざま

な規制に関する意見を募りました。市民には、特定の規

制が機能しているか否かについて意見を示す以外にも、

特定の規制の簡素化または改正について自由に記述し

提案する機会も与えられました104。イギリス内閣府はこ

のフィードバックを考慮に入れ、イギリスの規制制度の合

理化をどのように図るかを検証し、効果的であると判断し

たときは市民によって提出された意見を採用しました105。
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次世代の規制当局

「我々の規制システムは、公共の衛生、福祉、安全、およ

び私たちの環境を守り、その一方で、経済成長、イノベー

ション、競争力、雇用の創出を促進するものでなければな

らない。（中略）規制上の目的を達成するうえで、最適

かつ最も革新的で、そして最も負担が少ない手段を特定

し使用するシステムでなければならない。」
―バラク・オバマ大統領106

行動といった課題に取り組まなければなりません。こうした課

題は複雑である一方、規制当局にとっては、急速に変化する

環境において適切かつ有効な存在でいるために努力する中

で、「通常業務」を見直すきっかけにもなります。

規制当局のリーダーにおいては、今日の難しい環境を乗り

越え未来に備える上で、絶好の機会が存在しています。規制

の策定の手法および規制の執行方法の両方に関して機会が

存在します。テクノロジー、戦略、プロセス、そして人材をうまく

組み合わせることができれば、規制当局は次世代の規制当

局になれる可能性があります。
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たすことができますが、それが戦略的に実施されな

いときは、規制当局および企業の両方にとって費用がかさ

み負担が重いものになりかねません。規制当局が取り組

むべき重要な課題は、自身が直面している問題を解決し、

かつ自身の組織の使命を達成するための有効かつ効率

的な戦略を特定することです。

規制当局は重大な問題に直面しています。テクノロジー

や事業モデルの革新、モノやサービスを提供する業者の増

加、デジタル化の進展、産業界・消費者の変化する態度と

制は、市民や企業を守るうえで欠かせない役割を果
規 
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