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信頼を獲得することは、
テクノロジーによるディスラプション
が起き続ける現代において全方位的な課題となり可能性を
秘めた機会ともなる
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コアバリューをテクノロジー、ヒト、
プロセスへ展開せよ

デ

ロイト グローバル（デロイト）の「Tech Trends」で共通し

て言われているのは、今やあらゆる企業がテクノロジーを駆

使しているということだ。デジタル技術の出現に伴い、企業は、

オンライン上に残された顧客の行動履歴を取得し、更なる個人情報を
求めて、顧客に自分たちを信頼するよう呼びかけている。同時に、セ

キュリティハッキング、不適切または違法なアクションの監視、個人情

報の不正利用、事実と異なる誤った情報の拡散、アルゴリズムによる
不要なバイアス、透明性の欠如など、テクノロジーに基づく課題が頻

デロイトの 調 査では 、テクノロ
ジーにより発生するエシックス
の影響や問題について、高成長
企 業が 55 ％の関 心を示してい
たのに対し、低成長企業は 27 ％
が関心を示したのみであった。

繁にメディアの見出しに挙げられている。顧客、従業員、ビジネスパー

トナー、投資家、規制当局といったステークホルダーとの間で、これら
課題や事件に起因する不信感が、組織の評判を著しく損なう可能性が

ある 1。昨今、民間企業に対する消費者の信頼は低下し、公的機関に

対する警戒心は強くなっており、従業員は自社のコアバリューを明示す

るよう企業に求める、といった傾向が見られている 2。

先進企業は、コンプライアンスや広報活動の延長線上の課題とし

てではなく、ビジネスとして追求すべきクリティカルな目標として信

トレンド分析

頼（Trust）の獲得に取り組むトレンドが新たに見られるようになって

きた。信頼の獲得に取り組むことは、ますます複雑化し飽和状態とな

りつつある市場において差別化を図ることが可能となる。デロイトの

2020 Global Marketing Trends にもあるように、ブランドに対す

る信頼は、企業や企業を取り巻くすべてにおいてこれまで以上に重要
リスク

ビジネスオブ
テクノロジー

デジタル
エクスペリエンス

である。顧客や規制当局、メディアは、オープンかつ誠実で、製品・

プロモーションから従業員の文化、ビジネスパートナーとのリレーショ
ンシップに至るまで、ビジネスのあらゆる面で一貫性があるブランド
を期待している 3。

テクノロジーによって破壊的なインパクトをもたらされる企業のあ

らゆる側面は、顧客、従業員、パートナー、投資家、規制当局からの

信頼を獲得するか喪失するか岐路に立たされている。組織の価値観と

エシカルテクノロジーの行動理念を組織全体に浸透させるリーダーは、

†
Timothy Murphy et al.,
Ethical technology use in the
Fourth Industrial Revolution,
Deloitte Insights, July 15, 2019.
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「善行」へのコミットメントを示しステークホルダーと

ニシアティブの影響について考え、伝えるのに、十分

頼は、組織のテクノロジー、プロセス、人材が連携し

わかった。デジタル面で成熟した企業の回答において

な時間を費やしているとの回答が 35％であることが

の長期的な信頼関係を構築している。このように、信

て、その基盤を維持することを確実にするための全方

も、自分たちのリーダーは十分にやっている、との回

格言が示すように、信頼の獲得は難しい一方、その

調査結果が示すように、組織にはまだ、エシカルテ

答は 57％で、大多数には至っていない 5。

位的な取り組みとなる。

クノロジーへの取り組みをリードする余地が残されて

喪失は容易なのである。

いる。エシカルな意思決定へのコミットメントを示し、

コミットメントを支持する文化を促進するといった、エ

エシカルテクノロジーの領域

シカルテクノロジーにおけるマインドセットを構築して

いる段階の企業においては、まだまだステークホル

エシカルテクノロジーという言葉は、一つのテクノ

ダーから獲得すべき信頼があると言えよう。

ロジーに限定されない。また、一つのテクノロジーを

焦点とするものでもない。エシカルテクノロジーとは、

信頼の追求

テクノロジーを利用し、事業戦略や業務を推進するた

めの組織的な取り組み、そしてこれらを通じたコアバ

リューの追求活動を意味している 4。企業は、自社の

デジタル時代において、信頼は、企業にとって、存

存在意義とコアバリューに整合した方法でどのように

続にかかわるような無数の脅威をはらんだ複雑な課

検証・評価する必要がある。

長の手段と見做される一方で、テクノロジー単体では

テクノロジーを活用することができるのか、積極的に

題である。そして、破壊的テクノロジーが圧倒的な成

長期的な信頼を構築することはできない。そのため、

エシカルテクノロジーのポリシーは、一般的なコン

エシカルテクノロジーの先進企業では、ステークホル

プライアンスやビジネスエシックスに代替されるもの

ではないが、何らかの方法で関連付ける必要がある。
サイバーセキュリティに対する取り組みが、企業のよ

ダーの期待する高い信頼を維持するために、全方位
的なアプロ―チを採用している。

り一般的なプライバシーポリシーに取って代わられ

私たちが信頼できる技術とは

は、エシックスに対するすべての取り組みを補完し、

ティー、そしてそのほか先進技術は、私たちの日々の

必要となるものである。いくつかの企業では、個別の

込んでいる。企業はどのようにして、顧客やビジネス

AI、機械学習、ブロックチェーン、デジタルリアリ

ないのと同様に、エシカルテクノロジーの取り組み

生活に、未だかつてないほど素早く、そして深く溶け

デジタルトランスフォーメーションにおいて論理的に

パートナー、従業員が使用するテクノロジーを、信頼

テクノロジーにおいて倫理性や責任を維持するため

の置けるものにすることができるだろうか。

のプログラムを実行しながら、既存のエシックスや教

育、インクルージョンのミッションを拡張し、エシカル

• 追求すべき価値をコード化する

テクノロジーを実現できるよう取り組みを開始してい

ビジネスに組み込まれたテクノロジーや、ビジネス

る。経営は本取り組みによってテクノロジーエシック

における意思決定や行動を促進する機械学習を用

スを組織全体の最上位に保ち、テクノロジーに関す

いて、企業の価値は、テクノロジーソリューションと

る倫理的な課題と全社およびプロフェッショナルとし

してコード化し、測定することができるはずである。

て維持すべきより広範な倫理意識を区別することが

デジタルシステムはバイアスを軽減し、企業が自分

可能となる。

たちの方針に沿って活動できるよう設計することが

MIT Sloan Management Review とデロイトが
実施したデジタルビジネスに関する第 5 回年次調査

できる 6。例えば、ある公共体では、政策機関と協

働して、刑事司法制度やそのほか機関におけるバ

によると、組織のリーダーが社会におけるデジタルイ

イアスを制限し、構成員に対する意図しない危害を
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最小限に抑える方法を特定するアルゴリズムを開

ネスパートナーを、彼ら、もしくは企業の価値観を

発した。

共有していない攻撃者から守る、というコミットメン

トを表している。サイバーリスク戦略は、IT だけで

セーフガードを設け、ユーザによる不健全かついい

なく、ビジネスの考え方や戦略、ポリシーに組み込

加減なテクノロジーの利用を防ぐことで、ステーク

まれ、ゼロから構築・管理される必要がある。ビ

えば、習慣性のあるゲームに対して時間や課金の

ライバシー、インテグリティ、および機密性を含む、

情報の信憑性についてユーザに疑念を抱かせるコ

テークホルダーとの信頼を構築し、競争優位性を

に自動的にアラートを出すクラウドコンピューティ

でなく、最も価値のあるデータおよびシステムを特

ジネスリーダーは、IT と協力して、セキュリティ、プ

ホルダーの生活を向上させることも可能である。例

包括的なサイバーリスク戦略を策定することで、ス

制限を設定している企業、クラウドソース化された

獲得することができる。そのためには、脆弱性だけ

ンテンツアグリゲーター、顧客の予算を超過する前

定することで、組織のリスク許容度を検討の上、リ

ングプロバイダなどがある。

スク軽減とリカバリの計画を立案する必要がある。

説明可能な AI と呼ばれる技術は、AI による意思決

定がどのように行われるかを明らかにすることがで

プロセスとして備えるべきことは何か

トする医療診断の信頼性を高めるために、バイタ

は、組織のリーダーの方針によって形成され、ビジネ

きる。例えば、
あるヘルスケア企業では、AI がサポー

エシカルテクノロジーと信頼のための強固な基盤

ルサインや診断書からの兆候、ライフスタイルの特

スプロセスによって実現される。

性などの患者の症状が、どの程度の確率でどの程

度各診断に寄与しているかを説明することができる、
信頼性スコアを導出するソリューションを開発して

• ステークホルダーのプライバシーを尊重する

技術革新の最も包括的な効果の一つは、情報収

集、分析、配布を促進することである。少し前まで

いる。臨床専門家たちは、診断結果を導き出した根

は、私たちの生活におけるトランザクションの詳

拠を理解し、必要に応じて別の診断を下すといった
判断が可能となる 。

細は、物理的なファイルやキャビネットに保管され、

7

特定のニーズに合わせて取り出され、参照されてい

• 強固なデータ基盤を構築する

た。今日では、システムが日常的にこれらの詳細を

収集し、購入履歴や SNS への投稿内容、オンライ

どのようなデータを持っているのか、それがどこに

ン検索だけでなく、毎日の通勤ルートさえも組み合

存在するのか、誰がアクセスできるのかを系統的か

わせている 10。消費者は、自分たちのデータが、自

つ一貫性をもって追跡することができなければ、信

分たち自身が承認していない方法で使用されてい

頼を構築することはできない。強力なデータ基盤

は、データに対する責任について、すべてのステー

ると確信した場合、ボイコットの呼びかけや一般の

データ管理を実現するセキュアなテクノロジーを提

保護規則やカリフォルニア州消費者プライバシー法

の目的でデータを保管する必要がない限り、データ

応が起こり得る。企業は、人々からの信頼を損なう

人々からの問い合わせ、さらには EU の一般データ

クホルダーに統一したビジョンを提供し、効果的な
供するものだ 8。企業のリーダーは、法的・規制上

などの厳しい規制下での罰則など、さまざまな反

をいかに利用し削減するかにおいて、ある程度コン

のではなく、信頼を構築するためにデータプライバ

トロールする権限をステークホルダーに与えられる

シーポリシーを策定すべきである。自然に考えれば、

姿を目指すべきである。

最初に取るべきステップは、データの使用を企業

のミッションに沿ったものとすることである 11。例え
ば、英国とアイルランドでパブチェーンを展開する

• 守りを固める
デロイトの 2019 年版 Future of Cyber 調査 9 で

JD Wetherspoon は、最近 656,000 件以上の顧

客のメールアドレスを削除した 12。これは、顧客と

は、経営層がより多くの時間をサイバー問題に費や

のコミュニケーションにおいて、メールが押し付け

していることが明らかになった。あなたが構築する

がましいアプローチでほとんど価値がないと同社

サイバーディフェンスは、顧客、従業員およびビジ
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が判断したためである。この事例では、データの収

果的に統制するには、すべての関係者（業界、消費

業と顧客との信頼関係をサポートすることの重要

る。企業は、新しいテクノロジーに対する信頼を高

集・使用を企業の価値に合わせるだけでなく、企

者、企業、政府、学界、社会）が協力する必要があ

性を表している。

める法律や基準を策定する際に、政府を支援する

16
上で重要な役割を果たすことができる 。新しいテ

クノロジーに関して率直かつ公平に議論をすること

• 透明性を保つ

企業は、積極的かつ透明性のある善行を示すこ

は、プライバシー、透明性、包括性、アクセス可能性、

とで、ステークホルダーとの信頼を構築すること

不平等などの問題に対する、新たなルールや指針

につながる可能性がある 17。

ができる。
「透明性が不可欠かつ重要になる」と

AI Global のエグゼクティブディレクターである
Ashley Casovan はいう13。
「人々が背後にあるリ

人々を力づけよ

問題ではない。企業が透明性のあるポリシーを持っ

いると言っても過言ではないため、エシカルテクノロ

テクノロジーは、組織内のすべての人が使用して

ソースやデータを見ることに関心があるかどうかは

ジーと信頼は、誰もがかかわるトピックである。

ていると知るだけで、その企業は正しいことをして

いる、という確信を得ることができる」。透明性は、

• 多様性の力を解き放つ

データの収集と使用を説明するポリシーに留まら

企業は、特定の顧客グループを排除するものを作っ

ない。例えば、
インテリジェントエージェントやチャッ

トボットは、人間のふりをした機械ではなく、人間

たり、望ましくない副作用のあるサービスを提供し

企業は、顧客に影響を与える自動化された意思決

がある。さらに悪いことに、企業は顧客の信頼を損

同等の存在として、積極的に開示されるべきである。
定システムの使用を開示し 14、また、問題が発生し

たりすることにより、時間とお金を無駄にすること
なうようなソリューションを構築するかもしれない。

たときには、対応においてスピードと品質の両方

こうしたジレンマは、多くの場合、同じような価値

ネガティブな出来事から生じる影響が、決して顧客

について熟慮せずに製品、プロセス、サービスを設

に至ることのないよう管理する必要がある 。

様な顧客基盤を反映したチームや役割を作り、異

を提供することで、顧客に集中し続けるべきである。

の損失や、レピュテーションを傷つけるような報道

観を持つ人たちが集まり、ほかの人々に与える影響
計することによってもたらされる。先進企業は、多

15

なる業界、経済的背景、教育、性別、民族的背景か

• 異なる文化規範を尊重する

らの複数の視点を取り入れることで、この力学を変

えつつある 18。2013 年にハーバード大学が行った

信頼を構築するための、組織における全体的な

調査によると、少なくとも三つの生来（生まれつき

アプローチは、社会規範や政府による管理に加え、

持っているもの）、および三つの獲得した（経験を通

利害・経験・職業上の基準から得られる。政府に

して得られるもの）多様な特性の組み合わせを持

よる監視や、法執行機関の協力に対する期待が大

つリーダーシップのあるチームを抱える組織は、ほ

きく異なる世界市場に対して、サービスを提供する

かの組織よりも革新性が高く、成果も優れているこ

ことは困難な場合がある。例えば、とある国で期待

されている監視は、ほかの国から見ると常軌を逸し

とが明らかになった。これらの組織は市場シェア増

協力は多くの国で日常的に行われているが、汚職

得する可能性が 70％である 19。

加の可能性が 45％であり、また、新しい市場を獲

ているように見えるかもしれない。法執行機関との
がはびこっていたり、政治や宗教における自由が認

• 考え方を教える

められていない国では、恐らく賢明ではない。一部

自身のバイアスを認識し、自らが作った製品におけ

の国では、データの使用について、明示的に顧客の

同意を得ることに関して、非常に具体的な規制を

るバイアスを取り除くために技術者を訓練すること

と矛盾する可能性のある、顔認識技術を禁止する

プである。しかしそれは、ステークホルダーとの信

は、信頼を重んじる文化を作るための重要なステッ

設けている。ほかの自治体においても、ほかの判決

頼構築に向けた一歩にすぎない。テクノロジーに

法案などを可決している。新しいテクノロジーを効
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全方位的な機会

直接関与していない、あるいは責任を負っていない

ステークホルダーが獲得すべき信頼に、技術がど

テクノロジーをコアビジネスとして考えていない企

のように影響するかについての認識を高め、関連す

業は、これらの考慮事項に無関心であるかもしれな

る意思決定の枠組みを作ることは、これから組織

がさらに考慮すべきステップである。これは、テクノ

い。しかし現実としてほとんどの組織は、日々の業務

リーダーやチームにとって不明瞭で、デジタルネイ

も物理的にも高度なテクノロジーにますます依存する

を遂行するために、業界や地域に関係なく、電子的に

ロジーを日常的に使用することによる連鎖反応が

ようになっている。

ティブでない組織では特に重要である。企業は、従

業員が倫理的ジレンマを認識し、代替案を評価し、

破壊的なテクノロジーがもたらす課題と、（不正行

エシカルテクノロジーに関する意思決定（および検

為または不正行為によって）テクノロジーが正しく処

証）をするために、どのような施策が必要かを検討

する必要がある 20。

理されない場合における、組織への風評被害への脅

威が非常に重要視されている一方、同じテクノロジー

• 信頼できる理由を従業員へ説明する
AI やそのほかの先進技術に対する不安の多くは、

を駆使することで、透明性を高め、セキュリティの強

化とデータのプライバシーの高度化を図り、最終的に

労働が奪われることに対する恐怖から生じている。

エシカルな観点から見ると、ビジネスリーダーには、

ビジネス、従業員、そしてより広いコミュニティと

社会の利益のバランスを取るという課題がある、と

は組織の信頼性を向上することも可能である。

例えば、パーソナライズのためのアルゴリズムを利

用する企業は、顧客そのもののデータでなく顧客の置

いうことを示している。このことは、先進技術を用

かれた状況をインプットとして関連性に基づくレコメ

いたシステムは単体で完結しないという事実によっ

ンデーションを提示することができるはずだ。レイン

事を代行できる一方で、しばしば専門的なスキルや

に傘を推奨するのである。パーソナライズよりも関連

て、より複雑な課題となる。例えば、AI は一部の仕

コートを買った人に傘を推奨するのではなく、雨の日

訓練を必要とする新たな仕事を生み出す 。企業

性に焦点を当てることで、AI によるレコメンデーショ

21

は、テクノロジーが将来業務にどう影響するかを従

ンは、個人の領域を侵害されるような懸念を避け、有
用な印象を与えられるようになるだろう 23。

業員に説明することで、従業員との信頼を構築する

ことができる。役割の進化と、自動化システムと共

デロイトの調 査では、Industry 4.0 のテクノロ

同で業務を遂行する可能性が高い労働者の再訓練

も、従業員との信頼関係の構築に必要であろう 22。

ジーにおけるエシックスを強く考慮する組織と企業の

成長率にポジティブな相関があることが明らかとなっ

ている。例えば、成長率が最大 5％の組織において

は、エシカルテクノロジーの影響を強く考慮している

との回答は 27％に過ぎなかった。一方で、10％以上

の成長率を誇る企業では、エシカルテクノロジーの
影響を強く考慮しているとの回答が 55％と半数を超

えていた 24。

結局のところ信頼の追及は、単なる全方位的な課

題ではなく、全方位的な機会でもあるのだ。
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最前線からの学び

信頼構築における基盤の重要性

新

たな医療提供手法、患者によるデジタル需

例えば、データ分析、AI、機械学習は、研究者や臨

ルスケア業界における大きな変化は、多く

したり、患者の症状をモニタリングし、治療が必要な

患者ケアの品質向上のためのテクノロジー活用を後

た、患者のコストの正確な見積もり、不必要なケアの

効果のみならず、患者、および医療提供者との間の

通常、患者がこうした利点を理解すれば、医療提供

要、当局による一層の規制強化といったヘ

床医が慢性疾患のリスクを予測して早期治療を進言

の医療機関において、効率性の向上、コストの削減、

場合に警告を発信したりすることを可能とする。ま

押ししている。そして、テクノロジーの活用は、上述の

削減、人員やリソースの効率的な割り当てにも役立つ。

信頼向上という副次的なメリットをももたらすことが

者への個人情報や健康情報の提供ハードルは低くな

ある。

る。しかし、セキュリティやガバナンスの脆弱性が原因

で、個人の医療情報が不正使用された場合には、医

Providence St. Joseph Health（PSJH） は、 恵

療に対する信頼が失われてしまう。その結果、患者に

まれない人々や十分な医療サービスを受けられない

よる医療専門家への情報提供の拒否や診断に対する

クノロ ジー を積 極 的 に活 用していると CIO の B.J.

れるといったことが起こる可能性がある。

人々の健康状態を改善するといった使命のもと、テ

信頼の失墜が発生し、実施されるべき治療が無視さ

Moore はいう 。このカトリック系非営利目的医療
25

機関において、テクノロジーは複雑なエクスペリエン

やそのほか業務におけるデータドリブンな意思決定を

技術革新によって患者か
らの信頼を勝ち得ること
ができる場面がある一方
で、アクシデントの発 生
は即座の信用失墜にも
なる。

ブロックチェーンを活用した初の請求処理システムの

上述のリスクに対し、ヘルスケア業界における多くの

によって患者からの信頼を勝ち得ることができる場面

また、PSJH では、有識者と医療サービス利用者で構

にもなる。そのため、Moore は、イノベーションのた

性の監視、およびガバナンス維持のための仕組みを有

スを簡略化し、顧客接点の多様化や、業務環境・プ
ロセスの高度化、クラウド・データ分析・AI などを用

いた革新的な患者ケアの実現に役立っている。

一例として、PSJH では、IT 企業との協業により、51

の病院と 1,085 の診療所で、クラウドプラットフォーム

やコラボレーションツールの標準化、および生産効率

の向上を推進している。この取り組みにより、医療提
供者と患者の関係性が改善されるだけでなく、臨床

実現している。また、医療提供者と保険会社との間で、
開発も目指している。但し、PSJH のように、技術革新

規制が患者のプライバシーと安全の確保を支えている。

成される評議会を形成し、指針や活動に対する倫理

がある一方で、アクシデントの発生は即座の信用失墜

めの強固な技術基盤の確立と維持、ひいては信頼の

している。評議会では、PSJH がミッション・バリュー

よって、提供できる医療は量・質ともに向上している」

する。また、PSJH の経営層と理事会に対して、倫理

を確実に遵守するためのガイドラインの作成をも支援

確立と維持に一層力を注いできた。
「テクノロジーに

的なデータ使用や、従業員と医療従事者へのテクノロ

と同氏はいう。
「一方で、アクシデントが起これば、大

ジー導入による影響など、テクノロジーと信頼に関連

きな被害が生じるリスクがある」

するテーマに関して助言を行っている。
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「私たちは、健康状態の向上におけるテクノロジーの

たらす可能性のある活動が阻害されることを防止し、

「患者、医療専門家、規制当局、そ
と Moore は話す。

とで、患者、および私たちは大きなメリットを享受する

果たす役割を周知するよう引き続き取り組んでいく」

実験的利用から早期に導入できる環境を整備するこ

のほかの主要な利害関係者への教育とコミュニケー

ことができるのだ」

ションにより、テクノロジーによって革新的な結果をも

正しいことをする：
CIBC の信頼獲得に向けた戦略的アプローチ

C

IBC では、高度にパーソナライズされた顧客

また、次のステップとして、AI ガバナンスを実現する

駆 使した 顧 客 ニーズの 理 解・ 予 測 を担う

クノロジー導入プロジェクトと AI 戦略の不整合を抑

体験を提供することを目標に、テクノロジーを

ためのプロセス構築に着手し、行内で行われる各テ

ClientnomicsTM と名付けられた取り組みを行ってい
る。CIBC のチーフアナリティクスオフィサーである
Terry Hickey26 は、Clientnomics の推進に必要と
なる顧客洞察を AI ベースのアルゴリズムで創出でき

きるようになり、また、情報利用に関する顧客の同意

従業員の信頼維持が必須であることも認識した。顧

を包含できるようになった。加えて、承認されたプロ

止するための活動に注力した。その結果、新規にプロ

ジェクトが起案される際、起案者はいくつかの質問に

回答するだけで実施目的や計画の文書化が容易にで

ることは確認したものの、その土台には顧客、および

取得や内容的な偏りなどの倫理的に考慮すべき事項

客観点では、提供された情報の保護や利用目的の管

ジェクトの文書は一元管理され、規制当局、内部監

理が肝となる。また、従業員観点では、AI の利用が

査員、そのほかレビュー担当者はこれらを参照するこ

従業員の仕事を奪うのではなく、仕事を補完し、支援

とで実装されるアルゴリズムやモデルの背景にある思

するものであることが十分に共有され、協業に向けた

想やロジックを理解することができる。

信頼を構築することが必要であった。

さらに、CIBC では、個人識別を防止する顧客データ

2019 年初頭、同行のアナリティクスチーム、リスク

チーム、企業戦略チームの各リーダーの協業によって、

の暗号化技術など、情報管理のための高度な分析技

術も開発した。また、アナリティクスチームでは、保有

全社 AI 戦略が策定され、CIBC の上級経営委員会と

するアルゴリズムで使用する可能性のある各データに

のは、テクノロジーの導入に適した場面とは、また、

関連性の指標をもとにそれぞれの正確性スコアを算

取締役会もこれを承認した。この戦略の中心にある

対して、品質、整合性、バイアス有無、曖昧さ、適時性、

顧客の同意を得るためには、といった AI の活用に向

出する手法も考案した。それにより、使用されるアル

けて抑えるべき基本指針を定めたことにある。

ゴリズムモデルでは、正確性の高いデータを適切に認

従業員からの信用向上に向け、AI 戦略では、AI の主

高いサービス提供に寄与している。

識・処理するように設計され、信頼性、および魅力の

な利用目的は企業目標達成のために必要不可欠な

アナリティクスチームが Clientnomics を推進し始め

従業員の仕事へのサポートであると規定した。リー

ダーたちは、従業員の役割をサポートする AI 利活用

てからは、所属メンバーはそれぞれ大規模な IT 導入

プロジェクトではなく、AI を用いた顧客体験の追求に

ユースケースの創出と実装に投資し、非効率な業務

向けた活動に注力しており、これまでに 147 件のユー

の改善に注力した。

スケースが特定され、内 40 件の実装が初年度に達成
された。
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実装されたユースケースの一例として、コンタクトセ

Hickey は語る。
「以前の役割では、私は世界中の
組織と長い時間を費やしていた。誰もが AI の利点
と将来の可能性について語り、概念実証（Proof of
Concept）まで実施した組織もあったが、特に銀行

ンタにおける対話型自動音声応答の仕組みがあげら
れる。顧客が CIBC のコンタクトセンタへ電話問い合

わせをする際、実装された予測モデルが最近の顧客

行動データに基づいて対話型音声応答メニューを動

や金融業界において現場への導入まで達成した例は

みであり、パーソナライズされた対話サービスを提供

場面を注意深く見極めることで、従業員とクライアン

ほとんどない。しかし、CIBC は、テクノロジーの活用

的に構成し、最も関連性の高い応答を提供する仕組

トに大きな利益を提供している。それも、1 年も経た

することで顧客との関係強化を目指している。

ないうちのことである」

Abbott の DNA に刻み込まれた信頼

ヘ

ルスケア業界において、患者の行動を後押し

イバシーの保護は提供するソリューションに対する信

頼の中核となるため、Abbott では全社規模で関連

する最も大きな原動力は信頼である。患者

する方針や施策を策定し、トレーニングや認定プログ

から信頼される組織は、より優れたアウトカ

ムが達成されるよう患者に行動してもらうことができ

ラムの整備・実施をすることでデータの取扱いや保

業である Abbott では、診断機器、医療機器、栄養食

を徹底している。また、テクノロジーを活用する際に

供ポートフォリオの拡大のためには、患者の信頼獲得

も、製品設計時の考慮はもちろんのこと、その適切な

る。創業 130 年の歴史を持つ世界的なヘルスケア企

護、国内外の関連規制やコンプライアンスへの準拠

品、そしてブランド化されたジェネリック医薬品の提

重要な考慮事項となるサイバーセキュリティに関して

が最重要事項であると CMO の Melissa Brotz は述

コントロールをも実現すべく、大きな投資をしてきた。

べる 27。

Abbott では、各製品、システム、アプリケーション間

で高度に連携させることでサービスの価値を向上さ

センサーを用いた血糖値モニタリングシステム、
スマー

せており、データの保護に関連する取り組みはますま

トフォン接続された植込み型心臓モニタ、クラウド接

す重要になってきている。

テクノロジードリブンな製品をもつ Abbott では、信

加えて、患者からの確かな信頼獲得は、取締役会や

続された植込み型除細動器やペースメーカーなどの

頼獲得に向けた多角的なアプローチをとっていると

経営層、果ては研究者、製品設計者、エンジニアに

CIO の Mark Murphy は付け加えた 。同社におけ

至るまで、Abbott に勤 める 103,000 人の従 業 員

28

一人ひとりの責任でもある。例えば、Abbott のリー

るコネクテッドテクノロジーは、包括的なデータ保護

ダーたちは、データ、および製品セキュリティの監視

ポリシー、従業員トレーニングプログラム、そして信頼

グループや関連する分科会に参加しており、そのほか

できるパートナーとの社外エコシステム形成によって

の従業員もデータのプライバシーやセキュリティ、透

成り立っている。

明性に関する厳しい教育プログラムに参加している。

テクノロジードリブンの観点で、Abbott では、複数

「Abbott は人々がより健康でより良い生活を過ごす

スの向上を目指しており、一例として、同社の診断プ

「テクノロジーは多くの場面で我々の注力を支えてく

ためのサポートに注力している」と Murphy は話す。

データを組み合わせて利活用することで医療サービ

れるが、起点となるのは常に患者である。我々が新た

ラットフォームに蓄積されたパフォーマンスデータと全

な技術を開発する際、それを身に着ける人、そこにア

世界の臨床、および患者人口統計データを機械学習

に取り込み、医師による心臓発作 29 の診断を補助す

クセスする人、あるいはそれを体内に入れて生活をす

るソリューションを有している。患者情報、およびプラ

る人に代わって開発をしているということを意識して
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我々に最高レベルの信頼を置き、我々はその事実を重

いる。そういった観点で、我々は責任をもって、安全

く受け止めている。それは我々の DNA の一部であり、

に対する確実な配慮が求められているのだ」

また、Abbott では、強固な外部エコシステムの形成・

「我々が新たな技術を
開発する際、それを身に
し、脆弱性を評価している。例えば、同社は、医療機器、
およびセキュリティ研究の各コミュニティから成る、医
着 ける人、そこにアクセ
療機器のセキュリティ向上を目指すイニシアティブで
ある #WeHeartHackers に参画している。最近のイ
スする人、あるいはそれ
ベントでは、Abbott は大学の研究者グループとチー
を体内に入れて生活をす
ムを組み、研究者たちがサイバーセキュリティにおけ
る防御技術を集中的に実践できるようなプロトタイプ
る人に代わって開発をし
向けの仮想病院施設を建設した 。
ているということを意識
Abbott が信頼するエコシステムを完成させるのは、
している。
そういった観点
患者と医療提供者自身である。信頼、セキュリティ、
で、我々は責任をもって、
プライバシーなどの概念が製品やサービスの各利用
者にとってどのような意味を持つのかを知るため、同
安全に対する確実な配慮
社は定期的に利用者との分科会を開催し、これらの
項目の認知度向上を目指した教材を提供している。
が求められているのだ」
維持に重きをおいている。独立した第三者機関と調
査グループが同社の製品やサービスを継続的に検証

30

Brotz によると、人々がより良い生活を送れるよう支

我々の最大の責任は、患者と患者の情報を安全かつ

援する現在のデータ活用型テクノロジーは、患者と医

療提供者が 130 年間信頼してきた救命用品やサービ

確実に保護することだ」と語っている。

スの延長線上にある、とのことだ。同氏は、「患者は

顧客信頼の維持に向けた
ゼロからのセキュリティ再構築

テ

クノロジーに対する企業のアプローチは、企

信頼に大きく影響することを理解し、システムとデー

業のブランドに対するステークホルダーから

タを保護するためのセキュリティモデルを刷新するこ

の信頼に直結する。そのため、高度なテクノ

とで市場の予想を上回る成果をあげた。

ロジーを活用している企業は、テクノロジーがエコシ

10 年前、Google が社内のアプリケーションやリソー

ステムにおけるパートナー企業、従業員、顧客、その
ほかの主要なステークホルダーにおよぼす影響を考

スをクラウドへ移行した際、同社のセキュリティ境界

キュリティコントロールやその実践は、ステークホル

法が複雑化した。同時期に、各企業では、国家が支

が絶えず拡大・変化したことによって境界での防御方

慮することでより多くの恩恵を享受できる。強固なセ

援するハッカーによって高度な攻撃を受け、境界ベー

ダーからの信頼を形成・維持するための基本要素で
ある。Google は、セキュリティの侵害が顧客からの

スのセキュリティモデルの限界が検証されていた。そ
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端末属性、セッション情報、IP アドレスなど、アクセス

のため、Google は同社のセキュリティアプローチ
を全面的に見直し、既存の業界標準を覆す新しいセ

リクエストそれ自体のコンテキストを手がかりに対し

におけるインフォメーションセキュリティ担当である

る。グローバルに分散されたリバースプロキシーサー

Srinivas は述べている 。

タ保護のためのトラフィック暗号化を行い、パッチの

Google のセキュリティ専門家チームは、ネットワーク

アクセス可否を決定する高度なルールエンジンの役

頼を維持するには不十分であると考えた。また、チー

可、および暗号化の対象となる。フィッシングから保

キュリティモデルを実装することに決めたと、Google

て、コンテキストアウェアなアクセスポリシーを適用す

プロダクトマネジメントディレクターの Sampath

バは、ターゲットサーバの保護、および転送中のデー

31

適用状況などのユーザと端末のコンテキストを用いて

を遮断することではシステムの完全性と顧客からの信

割を果たす。すべてのアクセスリクエストは、認証、許

ムは、これまでの VPN 接続による社内アプリケーショ

護するために、同社は業界の FIDO アライアンスの標
準化団体と協力して、Security Keys と呼ばれる新

ンへのアクセスといったキャッスルアンドモートモデ

形式の暗号化ハードウエアである 2 要素認証を開発

ルでは十分なセキュリティが担保できないとし、既存

し、展開した 32。

セキュリティアーキテクチャーの再構築を考えていた。

チームが目指したのは、従業員がいつでもどこからで

現在、Google のユーザ、および端末中心のセキュリ

も、デバイスを問わず、Gmail を使っているかのよう

に簡単に、そして Google のオフィスにいるかのよう

ティワークフローでは、認証ユーザは VPN 接続を行

うにすることであった。

作業ができ、インターネット上に直接存在しているか

に安全に、あらゆる社内アプリケーションを使えるよ

わずとも、信頼性の低いネットワークからでも安全に

のように社内アプリケーションを使用することができ

Srinivas によると、Google ではネットワークに依存

る。従業員、外部業者、そのほかのユーザは、Web

あるゼロトラストコンセプトを採用し、ネットワーク上

にアクセスでき、サポートに伴う負担の大幅な軽減に

アドレスを入力するだけで、どこからでもシームレス

した信頼性を排除する革新的なセキュリティモデルで

「顧客の
もつながる。Srinivas は次のように語った。

のどこからのアクセスであるかに関係なく、ユーザ ID

と端末状況に基づくアプリケーションへのアクセス制

プライバシーと信頼を維持するという目標を達成する

御の仕組みを構築することになった。

ためには、既存ソリューションの根本的な見直し、お

よび革新が求められ、実現にむけてリスクを取る必要

Google のゼロトラストセキュリティ戦略は、すべての

があった。一方、伝統を打ち破り、セキュリティインフ

ネットワークリクエストをまるでそれがインターネット

ラに対する考え方を変えたことで、データとシステム

から来たかのように取扱う。端末のインベントリサー

を保護するためのより効果的な方法を開発できた」

ビスによってリアルタイムに収集される、ユーザ ID、
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私の見解

企

業のリーダーと話をする際、顧客や自社の従業員が信頼するブランドの作り方についてアドバイスを求め

られることがある。私は彼らと話をしている中で、あることに気づいた。
「信頼」とは何を意味するのかを
十分に考えていないことがあるのだ。漠然とした、主観的な定義をしている人がいる一方で、顧客がサー

ビスや製品を利用しようとする、その行動だけが信頼を意味すると考える人もいる。私はこの二つの定義について、
どちらも正解ではないと思っている。

私にとっての信頼とは、「顧客が、さまざまな方法で自分の価値観や利益を守って

くれると信じることができるため寛容でいられる状態」である。企業が絶対にミス
を犯さないことや、不本意な結果をもたらさないことを期待することではない。む

しろ重要なのは、「何か問題が起きたときには会社が対処してくれる」と確信でき
ることだ。

DAVID DANKS, PH.D.
PROFESSOR OF
PHILOSOPHY AND
PSYCHOLOGY,
CARNEGIE MELLON
UNIVERSITY

私は自分が信頼している企業から商品を購入する傾向があるのだが、その理由は、

万一その企業の製品があまり品質のよいものでなかったとしても、何か問題が起

きた場合にはその企業が私と私自身の利益を守ってくれると思っているからである。
逆に予想外のことが起こった場合に自分で対処しなければならないのではないか、

と不安も抱くような企業であれば品質の高い製品を提供していても購入する可能
性は低くなる。

では、企業のリーダーは「信頼」に対してどのように取り組むべきなのだろうか。第一段階として、まずは企業とス

テークホルダー双方にとって適切な価値観と利益を考えることである。顧客、ユーザ、従業員、株主にとって何が

重要なのか。この問いは、製品やサービスがどのようにステークホルダーの利益に貢献するのか、また、どのよう

に価値観を守ったり、傷つけたりするのかについて考える際に役立つ。

第二段階はデザインについてである。企業は、どのようにすれば企業の価値観と整合した製品やサービスをデザ

インできるのだろうか。ここで「エシックス」が登場する。私は、エシックスは二つの問いを投げかけていると考え

ている。一つ目は、我々がどんな価値観を持つべきであるのか。二つ目は、その価値観を前提に、それを浸透させ

るために何をすればいいのか、である。もちろん時には価値観が対立することもあるが、それによって企業は課題

に対してまた別の考え方をすればよい。製品のデザインにおいて、必ずしも追求しなくてよいことは何だろうか、と

いう問いである。このデザインアプローチは、革新的なだけでなく信頼できる製品を生み出すことにつながるのだ。
意図せず顧客の期待を裏切ってしまうことは起こりうるが、異なる行動規範を持つ複数のチームをまとめるリー

ダーは、チームの協力によって問題の発生確率を下げることができる。さまざまな背景や文化を持つ人々で構成

されるチームは自由に経験や意見を共有することにより、クリエイティブなデザインのソリューションや潜在的なデ
ザインの問題点を見つけられることが往々にしてある。但し、価値観が対立してしまった場合、リーダーは冷静か

つ慎重に、自覚を持って選択を行わなければならない。リーダーは企業にとって何が最も重要であるかを決定し、
責任を負う必要があるのだ。

多くのリーダーは最終的な目標である「信頼」を得るために取るべきアクションを心得ているが、一方でコスト削

減をより重視する人もいる。あるいは効率の向上であったり、市場化までの時間短縮であったり、挙げればきりが
ない。だが何を重視するかは問題ではないのだ。リーダーはなぜその選択をしたのかを自覚し、その結果が想定
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していなかったものとなってもそれを受け入れる覚悟があるのならば、あえてユーザの信頼を増やそうとしない決

定を選ぶこともできるからである。問題なのは、リーダーが自分たちのしていることに無自覚のまま信頼を損なう
選択をすることである。

リーダーがよく抱くもう一つの誤解は、利益を生むことが倫理に反するということだ。しかし、これは誤った二項対

立である。優れた企業は、品質が高く、強力で、使いやすいだけでなく収益性も高い製品を作り出してきた実績が

ある。時には問題を起こす製品もあるが、信頼できる企業は問題を監視・検出する方法と、問題に迅速かつ効果
的に対処する方法を持っているものである。

私の夢は、20 年以内に、製品デザインの決定が人や社会に与える影響について倫理学者からアドバイスを受ける
必要がなくなる世界がやってくることだ。リーダーが自分たちの選択に責任と覚悟を持ち、
「倫理に基づくと、これ

は本当によい考えなのだろうか」と自問自答することが、多くの企業において文化のレベルまで浸透することを願っ

てやまない。
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今後の展望

ストラテジー

企業のブランドとは、そのブランドが
信頼に値するという約束である。しか
しビジネスの世界では、企業ブランド
に対する信頼は一夜にして崩れてし
CEO や経営層といっ
まうことがある。
た最高責任者たちにできることは、
会社のミッションに対して、信頼がい
かに重要であるのかを伝え、明確な
倫理上のガードレールを確立するこ
とだ。実際、テクノロジーのエシカル
な駆使に関する明確なポリシーを確
立することは、信頼を得るための重
要な第一歩であり、企業にとってメ
リットとなりうる。最終的には、従業
員一人ひとりが、自身が理解、把握
している範囲内での組織の方針や価
値観に基づいた行動をとるものだ。
これは決して侮ることはできない事
実である。なぜなら、彼らは、自社の
戦略、目的や、業績へ明らかに影響
する信頼について、慎重に決定しよ
うとするからだ。さらに、リーダー自
身が信頼と倫理に関するアジェンダ
にコミットしていなければ、さまざま
な決定事項があいまいな形で下され
てしまう事となる。CEO にできること
は、明確な定義、教育、継続的なコ
ミュニケーションを提供することであ
る。企業全体が、エシカルテクノロ
ジーと信頼に関する経営層のガイド
ラインに従う事で、CIO はテクノロ
ジー戦略、ソリューション開発、サイ
バーアプローチがこれらのガイドライ
ンをサポートすることを確実にできる
のだ。

ファイナンス

財務部門の主要な任務の一つは、顧
客、ビジネスパートナー、投資家に
対して信頼関係を構築し、維持する
ことである。しかし、これまで以上に
高まっている透明性に対する期待に
より、財務部門がこの任務を果たす
ことをより困難にしている。次のシナ
リオを考えてみよう。アナリストがド
ローン搭載のカメラを駆使し、企業
の製造、または流通施設において、
社員が見落とした潜在的な問題を特
定したとする。そしてアナリストらは
決算発表の会見で、企業が予想して
いなかったこの問題を取り上げる。
市場は現在、企業がこのような状況
に陥った場合、リアルタイムな対応
を期待している。さもなくば疑念が生
じ、市場の信頼を損なう恐れがある
のだ。この課題に対応するため、財
務 部 門 は 企 業 全 体からより多くの
データを収集し、リアルタイムのレ
ポート作成を可能にする高度な分析
を導入する必要があるだろう。また、
組織間で協力して、エシックスと信頼
が生み出す価値について従業員を教
育することもよい。つまり、CFO は、
市場や、それを監視するアナリストお
よび投資家が求めるような、詳細か
つ正確でタイムリーな対応を企業が
提供できるよう、支援する必要があ
るのだ。
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リスク

サイバーリスクにおける脅威のベクト
ルは急速に進化しており、攻撃はま
すます洗練され、意図的で、執拗に
なっている。デロイトが 2019 年に実
施した Future of Cyber Survey に
参加している企業の 57％が、何らか
のサイバー攻撃を過去 2 年の間に経
33
験している 。そこにあるリスクは、
サイバー事件が古典的な意味での信
頼を破壊するということだけではな
い。サイバー上の脆弱性が組織の活
動を妨げる機会損失は、はるかに大
きくなる可能性がある。サイバー犯
罪とその余波は、テクノロジーをより
有効に活用しようとする組織の取り
組みに影を落とし、技術革新を妨げ、
デジタルトランスフォーメーションの
取り組みを鈍化させるのだ。また、
短期的かつ劇的に収益に影響を与え
ることもある。ある調査によると、回
答者の 48％が、データ侵害の報告
があったオンラインサービスの利用
34
をやめたことがあるという 。エシカ
ルテクノロ ジ ー と信 頼 の 問 題 は、
CxO の注目を確実に獲得するだろう。
CIO には、ほかの企業リーダーたち
がよりテクノロジーに精通し、デジタ
ル戦略が信頼されたブランドに与え
る影響を理解できるよう支援する責
任がある。
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さあ、はじめよう

従業員、顧客、パートナー、株主、地域社会との現在の
信頼関係はどのように構築されているのか。

「エシカルテクノロジーとは何か」という状態から、「技術
革新が倫理に及ぼす影響を理解している」または、
「エシ
カルテクノロジーのポリシーを定めている」という状態ま
で、自社の経営層はどの段階に位置付けられるのか。

それぞれの新しいデジタルイニシアティブを、組織のコア
バリューとの整合性やステークホルダーの信頼への影響
に照らしてどのように評価するか。

要点

プラスにしろマイナスにしろ、破壊的な技術革新が多大な影響を及ぼし得ることをまだ認識して
いない企業は、信頼がビジネスクリティカルなミッションであると認識している競合他社の後塵
を拝するリスクを負う。組織のリーダーは、組織全体で破壊的なテクノロジーを採用することの
潜在的な影響について考える必要がある。信頼獲得の方程式をマスタするために必要なのは、
組織の最上層部から始まる一貫した努力である。つまり、テクノロジーの利用を組織の価値観と
整合させ、全員が従うべきポリシーとガイドラインを明確にし、それらのポリシーを組織の構造
そのものに組み込むことが必要なのだ。
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日本のコンサルタントの見解

「攻め」のエシックスを考えよう

り組みは、AI にできること・AI に助けられることは何
か、また AI を使う際に人が気を付けなければならな
いことは何かを理解し、従業員をその役割へ徐々にシ
フトさせていくことだ。わが国では、AI 活用は概念実
証や各部門での個別の取り組みに留まっているがゆ
えに、数字で目立つ業務負荷削減効果、つまり短期
的な成果が強調されており、AI をどのように使いこな
し従業員の働き方や顧客へのサービスを変えていくの
か、組織としての知識や知恵を育むのはまだまだ、こ
れから取り組むべき課題である。

近年、環境や地産地消、フェアトレードへの配慮を
踏まえた企業活動をエシカルという言葉で形容するこ
とが増えてきた。エシカルファッション、エシカルデザ
イン、
エシカル投資など、一度は耳にしたであろう。
「エ
シカル」
「エシックス」とは何かについて、日本語の「倫
理」や「道徳」と捉えると、「してはいけないこと」を
論じている印象があり、実際にわが国では何かを規
制する文脈で語られていることが多いように思う。本
来は、持続可能で多様化した社会など、狭義の経済
合理性の追求よりも高く広い視座からモノやサービス
を提供する取り組みが「エシカル」の含意していると
ころであろう。
さて AI など先端テクノロジーの活用は爆発的な価
値を生み、人間の生活や仕事を変えようとしている。
その潮流に対する人々の評価には変わることへの恐
れや抵抗のトーンが占められている。本編では、その
ような状況においてテクノロジーへの取り組みに含め
るべき指針や視座を、「エシカルテクノロジー」として
紹介した。繰り返しになるが、GAFA に対する独占禁
止法適用などの議論は、問題が顕在化してから事後
的に規制する「守り」の議論といえる。ここでは、企
業が自らエシックスを追求してどのような企業価値を
得るのかをスコープとして「攻め」の観点から議論し
たい。企業価値を追求し、ブランドに対する信用を顧
客や従業員から獲得する長期的取り組みという文脈
で、このエシックスを追求していくとしている。

機械であれ AI であれ、単なるそれらの操作方法だ
けでなく、いつ何のためにどのように使うと良いのか
を考え、使い込むことを通じ、より洗練された協働の
在り方を見出してくるはずだ。本編でも触れられてい
る通り、例えば次の課題は組織として検討を進めてお
くべきだ。
• AI に任せられないことは何かを明らかにし、組
織のポリシーや標準として共有しておくこと
• 何に AI を用いているのか必要に応じて参照可
能としておくこと
• AI へ十分なインプットが与えられるよう、データ
の量や質を継続的に改善していくこと
• 人が実施すべきことを共有し、AI を使いこなす
スキルを組織として涵養すること
• 以上を部門横断で推進していくオーナーシップ
の在り処を明確にしておくこと

AI 時代の働き方の姿に向けて

ところで我が国の知識創造活動においては、表出
化した形式知が集団で共有・交換されることを通じて、
新たな集合知が暗黙知として形成される、その知識
は再び形式化されスパイラル的な発展を形成すると
されていた 1。開発や製造の工程において、現場が狭
義の役割にとらわれず優れたサービスを生み出すこ
とに強みが発揮されてきた。一方で、AI を業務に適用
する際には、数値やデータに表れていないものや人
が逐次に判断を行っていたところを明確な定義やロ
ジックに落とし込む、業務の再構成が必要となる。ま
だまだ任せられない AI を引き合いに、人が今までの
仕事を今までのやり方で守ってしまい、トランスフォー
メーションを停滞させるということも見られる。しかし、
こうしたテクノロジーを活かした変革に本来必要な取
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AI によって人間のものでなくなる仕事、人間に取っ
て代われない仕事のリストアップは進んできたものの、
積極的に AI との協働における人間の役割を説く議論
はまだ少ない。これまでの歴史で人間が上手く機械
を使いこなし生産性を向上させたように、今度は AI
をビジネスに組み込んでいく作り込みが、これからの
数年において重要なインパクトを持つであろう。

わかりやすい説明が必要

ここまでは主に働き方をめぐって企業が従業員へ示
すべきことは何か議論したが、先端テクノロジーの影
響は当然社会や顧客にも及ぶ。AI やサイバー空間が
社会に及ぼす影響はますます増大する。その影響を
詳細に監視することは従来の法や政治には限界があ
ることから、企業が自主的に規制し、自社のビジネス
やオペレーションにどのような仕組みを用いているの

エシカルテクノロジーと企業価値

か積極的に開示する透明性が求められる 2。働き方に
どのような影響が及ぶのか説明することが従業員に
納得をもたらすであろうことと同様に、テクノロジー
の活用が選択した消費者にどのようなインパクトをも
たらすのか、説明する能力を持つ企業は信頼を得ら
れるであろう。その説明は、採用したテクノロジーを
一つ一つ細かく伝えるのではなく、まさに「エシカルテ
クノロジー」として紹介した潮流のように、企業がど
のように顧客をサポートするのか、ポリシーなどわか
りやすい形にまとめられている必要がある。
決してテクノロジーのための活用、コストだけのた
めの活用でなく、企業自身の成し遂げたいバリューに
沿ってテクノロジーが活用されているか、点検される
ようでありたい。そのためには、日々の AI やデータを
活用しようとするプロジェクトで出てくる課題を丁寧
に拾い上げ、AI 時代の組織の行動様式を作り上げて
いってもらいたい。
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