
トレンドライン： 
信頼とともに未来を
歩むために
次の10年を形作る5つのトレンド



信頼と共に未来を歩む準備は
できていますか？

今回のアバナードのトレンドラインレポートでは、
未来についての私たちの見解を皆さんにお伝えし
ます。個々のテクノロジーについての予測ではなく、
人、文化、テクノロジー、クライアント企業におけるシ
グナルを察知し、それに基づいて、テクノロジービジ
ネスへの影響を考察するものです。

パンデミック後も急激な変化、環境の不確実性、新
しいテクノロジー採用の急速な増加などが続いて
います。すべてのビジネスにおいて、テクノロジー、
産業、社会の重要な曲がり角にあると言えるでしょ
う。 今後数年間の意思決定は次の10年を形成しま
す。企業は変化に適応し、「人」を最優先にして持続
的に成長する方法を見直す必要があります。

今は、解が見つかるというよりは、疑問が次 と々湧
き上がる時期でしょう。本レポートは、これからの予
測について、解を見つける端緒となるものです。こ
の1年間、我々が確認した各トレンドについて掘り

下げ、自信を持って未来に備えましょう。

大事なのは「そのテクノロ
ジーを持っているかどう
か」ではなくて、「従業
員、顧客、パートナーに
とってベストなテクノロ
ジーは何か？彼らは何を信
頼しようとしていて、私た
ちを信頼してくれている
か？」です。
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テクノロジーと信頼の関係
信頼は技術の変化を数千年にも亘っ
て牽引してきました。世界最古の文
書のいくつかには、5000年以上も前
のウルクのシュメール人集落におけ
る羊、穀物、蜂蜜などの交換に関する
規定が記されています。粘土板の上の
印と代用硬貨が信用取引と契約のシ
ステムを構築し、聖職者、職人、商人
の間の信頼を築いていました。

15世紀には、欧州初期の銀行が信用状
を発行し、世界の商取引のネットワ ー
クをつなぎました。これらの凝った文
書は信頼の手段であり、商取引だけで
なく評判についても確実性を与え、
人々は自宅から何千マイルも離れた場
所にある資産を利用できるようになり
ました。

今では、世界はさらににつながってい
ます。粘土の硬貨や信用状を用いる代
わりに、私たちはデジタルシステムに
接続して価値を交換し、アプリ、API、
アルゴリズムで自分たちの評価を確認
します。

これらのテクノロジーはすべて、信頼
についての私たちのニーズを満たすた
めに進化したものです。信用とは、知
識や経験、共有する価値観のもと、約
束したことを実行することです。その
信用が時間を経て、信頼できる関係性
を築きます。それは確信と安定性の源
となり、リスクに対する防衛手段にも
なります。

信頼を実現するのは、テクノロジーだ
けでなく、このような関係性です。現
在、信頼について考える際、通常は安
全と関連づけて考えられます。

しかし、信頼とはもっとずっと大き
なものです。それはデータ、テクノ
ロジー、情報共有についての倫理意
識であり、透明性であり、システム
が嘘の話を生み出さないようにする
ことです。
今は信頼の低い時代といえます。グ
ローバル通信企業であるエデルマン
は、2022年度Trustバロメーターとい
うレポートの中で、現在「不信感」
が社会におけるデフォルトの感情に
な っていると述べています。そのた
め、これらすべてのピースを集めて
新しい方法で信頼を築くことが、こ
れまでになく重要になってきている
のです。
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テクノロジーは信頼構築に役立ちますが、 
劇的な変化を遂げつつあります

この20年間、Alphabet、Amazon、Apple、 
Meta、Microsoft などの企業はコミュニケーショ
ン、商取引、コンピューティングの中央集約化を進
めてきました。これにより利便性と狭い範囲での
相互運用性が得られるようになりましたが、その
犠牲とな ったのはクローズドなシステムと、自然
に交わされる信頼感情でした。

そのためテクノロジー動向は、信頼の新しいビ
ジョンとして、積極的な分散化を支持するという
方向に向かうことになりました。これには
Web3（インターネットの新バージョン）、分散型
金融（金融サービス提供方法の変化）、自治組織
の分散化（中央リーダ ーシップのないメンバー
所有のコミュニティ）、分散型コンピューティング
などがあります。Web3を一言で表すなら「信頼よ
りも真実を」となりますが、その基となっているの
は信頼を重要視する考え方です。

より正確にはWeb3とは「誠実さよりも、より信
頼性の高い信頼を」と言えるかもしれません。
信頼を構築するには、人々が相互に理解しコ
ラボレ ーションする共通プラットフォーム上
で、自分の権限が害されることなく目的を達
成できる、と思えるようにする必要がありま
す。この種の信頼はビジネスの基盤であ
り、Web3の目指すものと、人が信頼に求め
る常識的な感情の両方を満たすものです。

この中央集約化と分散化に
ついての駆け引きは、私た
ちの社会の基盤を変えまし
た。しかし、中央集約化か
分散化かを選択しようとし
ているなら、世界は一つに
はなりません。一つになれ
るのは、共存しようとした
時です。これらの矛盾する
ビジョンと、ハイブリッド
かつ進化する中央集約／分
散の背景が信頼にどのよう
な意味を与えられるかは、
まだわかっていません。
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信頼はまだテクノロジーに追いついてい
ませんが・・・
ビジネスにおける最も重要な活動が行われるの
は従業員、製品、顧客が交わる所です。そし
て、そこでの経験は、ライブストリーミングに
よる買い物、自動ピック＆パック、オンライン
共同プラットフォーム、AIによるサポートな
ど、テクノロジーへの依存が急激に上がってい
ます。直近のアバナードによるエマージング テ
クノロジー指標市場調査によると、企業の99%
がエマージング テクノロジーを試しており、
2021年ではこのテストに元々計画していた2倍
以上の時間をかけ、さらにこれらの企業の大半
（86%）が少なくとも3つのエマージング テク
ノロジーを試しています。

テクノロジーを信頼しながら、イノベーション
のペ ースについていくのは大変なことです。

つまり、現在私たちのシステムの能力でも、運
用し再構築するという点については、私たちが
これらに対して今できることを超えてしまって
いるのです。これは私たちのテクノロジーがあ
る基準に近づき、信頼に対する社会的構成概
念がついていけないほど速く変化しているた
めです。

オンラインを使用する人々は2015年には20億
人でしたが、2030年までには75億人まで増え
ると予想され、数10億人の新たなデジタル市
民が生まれますが、その急速な増加と、さまざ
まな背景、伝統、世代の見解を持つ人々によ
り、この状況はさらに複雑化しています。

ガバナンス、構造、規制、文化、そして
企業がテクノロジーに追いつかなけれ
ばならない時代にいます。
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テクノロジーの中で、テクノロジーによって信頼を高める

企業はテクノロジーそのものの信頼を構築するメカ
ニズムを根付かせるための取り組みを続けますが、
信頼とは本質的には対人関係ですから、そこに人は
必ず関わっていなければなりません。テクノロジー
とは信頼の器であり成功要因ですが、決して中立で
はありません。常に構築する人の価値を反映してい
ます。

いくつかの主要システムが、今後10年で企業や団体
における信頼の基盤になると私たちは考えていま
す。これらのシステム全体で、信頼はこれまで予想
もできなかった方法で人と企業、そして企業のさま
ざまな領域を一つにまとめ、新たな成長、つなが
り、そして継続的な変化が起こる状況に立ち向かう
機会を生み出します。

皆さんの従業員は今や皆さんの顧客でもあるので
す。競合他社は協力者にもなり得ます。IoT製品が今
では顧客の延長であるのと同様に、ソーシャルメデ
ィアは顧客を製品に変えました。テクノロジーがさ
らに多くの障壁を壊す中で、その成果はよいものに
も悪いものにもなり得ます。 

例えば、スマートコントラクトはNFTを盗むのに悪
用されることがあります。また認証された資格証明
は、医療従事者を、境界を越えて最も必要とされて
いるところにすぐに派遣できるようにするのに役立
ちます。

今では本当にさまざまな意味で、企業に
おける「外」と「中」の境界線を厳密に引く
ことができなくなっています。そしてよいこ
とか悪いことかの判断は、信頼に大きく
左右されます。 
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信頼を基盤とする５つのシステムと
5つのトレンド
信頼の重要性、そしてその構築にテクノロジーが役
立つということは分かっています。しかしどのように
すればよいのでしょうか。

収集したシグナルを調査した結果、信頼が最もイン
パクトを与えるシステムには5つのタイプがあるこ
とが分かりました。

 本レポートでは、これらのシステムに関連するトレ
ンドを特定し、それにどう適応できるかを議論しま
す。また、人々の間で、またテクノロジーの中で信
頼を構築する際に問うべき疑問点についても挙げて
います。
同僚や顧客との信頼関係の構築は継続的な変化を切
り抜ける際の最善の方法です。これからの1年、私
たちは各システムでのイノベーションと戦略を深堀
りした詳細なレポートをお届けします。各マクロト
レンドを下支えするエマージングテクノロジーをど
う活用するか、そしてレジリエンスと適応性を進め
る際に信頼がどのような役割を果たすのか考えま
しょう。

これらはすべて、テクノロジー、そして人間の行動と
いう両面で、著しい変化を遂げているシステムです。
これらのシステムで信頼が特に重要なのは、ここで
テクノロジーが信頼を損なう可能性が最も高いか
らです。

業務
システム

天然資源
システム

インフラと
データ
システム

物理的
システム

AI
システム
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業務システム

作業の民主化

新しいシステムとツールによって、従業員は自主性
を持って、パワーを共有し、イノベーションを推進し、
目的意識を持って業務を遂行することができるよう
になります。これにより、さらなる貢献ができるように
なります。

テクノロジーの民主化により、作業の民主化は引き
続き進められ、従業員は顧客と直接つながり、どこで
も仕事をし、自分独自のツールを構築するためのさ
らなるパワーを手にすることができます。

このトレンドが信頼にもたらす意味とは？ 

組織とその従業員は、お互いの関係を見直す機会
を常に探ります。新入社員の価値命題、新しいガバ
ナンス構造、必要なツールを入手するための新し
い方法など。

従業員と組織はともに、以下のような課題に取り組
む必要が出てきます。

• 大規模なシステムを設計、開発する際に個人
の自主性と公益のバランスをどのように取るべ
きか

• 従業員の、自分たちの働き方と報酬を管理した
いという希望にどのように対処すべきか

• リスク、不安定性、不公平性を従業員、特に既
に過小評価されている従業員に押し付けるこ
とをどうしたら避けられるか

• 継続中の開発、再教育、設備改革について、機
会をどのように見つけられるか

• 従業員や会社のニーズを満たすために、どの
ような代替契約モデル（分散した自主組織また
はDAOsなど）を用いることができるか

• 個人、社会、環境の価値に合わせて「会社」とは
何か、そして何を目的とするかをどのように再
定義できるか
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この未来シナリオはどのようなものでしょうか？

「スキルの適合性」に加えて、組織は採用候補者が
何に熱意を持っているかを重視し、それが会社の戦
略全般にどの程度沿っているか、「情熱の適合性」
の評価を行っています。企業はこのようにして従業
員を採用する際の裏付けを得ていますが、その理
由の一つが「AI実習」です。

新規採用者は自分が希望する職務を選び、専門家
が生み出した架空の人物ととパートナーを組み、新
しい職務の一部始終を学びます。キャリアの途中
で、AI実習モデルを用いて新しいスキルと能力を実
践的に培い、他の募集中のポジションに移ることも
できます。

 従業員はまた、企業との関係性を選ぶこともでき
ます。

ある人は従来のフルタイム契約を選択し、またある
人はパートタイムで働き、また他の人はトークンに
よるガバナンスで部分的に報酬を得て、企業内での
戦略的意思決定についてより多くの直接の意見提
供ができるようにします。

彼らは、自分たちの現在のニーズに基づいて選択
し、生活環境が変わったらモデルを変更することも
できます。例えば、元の契約では所定数のガバナン
ストークン（会社が行う戦略的意思決定に投票をす
ることができる）がもらえることになっていた従業員
が、結婚のタイミングで統制権よりも収入を希望し
た場合、純粋な給与ベースの報酬モデルに切り替
えることができます。
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影響力のあるエマージング テクノロジー

• オープンソース管理ツール

• ローコード／ノーコード、市民開発

• 適応学習プラットフォーム

• DAOs

• クリエイタープラットフォーム

• NFT、売却や交換が可能なブロックチェーン内
に格納された非可換デジタル資産

• メタバース — XRの第3の作業スペース

• 認証済みの資格証明

• 合成ヒューマン／AIトレーニング

ギグエコノミーが真の自主性を提供できない場合、
従業員は新しいプラットフォームを用いて自身をス
キルアップさせキャリアの軌跡を構築できます。

 より強力なプラットフォーム、AIや機械学習へのよ
り簡単なアクセス、ソフトウェア開発の知識など、従
業員への技術サポートはますます増えています。

これは仕事により多くの意味を求め、自分が望む生
活スタイルに沿って仕事をしたいと考える人が多く
なっているからです。

変化のシグナル

• コンテンツ使用が自動化され無制限になった
ことで、法的な疑問が生じます。例えば、ある大
学で オンラインクラスの１つを「教えていた」
教授が既に亡くなっていたことが分かったとい
うものなどです。

• Dapr では、チームは組織内のスタックの個別
部分で使用するテクノロジーを決めることがで
きます。 

• ベンチャーキャピタル会社Andreesen
Horowitzのパートナーは 「独立する従業員が増
える中、ソフトウェアスタックが新しい企業とな
っている」 と述べています。

• Twali はコンサルティングの未来像を提示して
います。価値を自動で個人に割り当てる、スマー
トコントラクト上に構築されたDAOです。

• Zestworld などのプラットフォームは、アイデア
を持つ人や組織を、それに命を吹き込む手段
を持つ人とつなげ、その価値を両方で分け合え
ることを目的としています。

• 高機能なオーディオやビデオ編集ソフト によ
り、誰でも高品質のコンテンツが作れるように
なり、従業員が個人のブランドや意見を発信す
るのに役立っています。
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クラウドの出現によって、コンピューティングは無制
限のリソースであるかのように考えられるようになり
ました。クラウドコンピューティングは医療、製造、サ
ステナビリティの取り組みを促進させる複雑なモデ
ルとシステムの開発をサポートしてきました。しかし、
コンピュータに電力を供給するエネルギーの生成方
法に問題があるとの認識も高まってきています。

現在のエネルギー消費の2～5%の原因となるデー
タセンターだけでも、2030年までに世界のエネルギ
ーの20～25%を消費する可能性があります。

エネルギー、素材、廃棄物など、資源について意識
を向けると、ネットワーク、クラウド、デバイスからソ
フトウェア階層、そしてリサイクルハードウェアと物
理的なオブジェクトまですべての面をデザインする
必要があります。 

資源を考慮するならば、設計から流通まで製品ライ
フサイクル全体を調査し、有限な資源の使用への工
夫、そして天然資源については再生の選択肢を探さ
ねばならないでしょう。

このトレンドが信頼にもたらす意味とは？ 

自分が関わりを持つ会社（消費者、従業員、住民とし
て）が資源の有効利用に取り組んでおり、持続可能
で責任のある技術エコシステムを構築しているかど
うかを意識する人は増えています。これらの問題に
率直かつ透明性を持って取り組む企業は、時間を
かけて信頼を築きます。地球上での生活の持続可
能性を維持すること、すなわち人が大事にすること
を大事にすることで、より多くの顧客、より優秀な人
材を獲得します。

組織は自社と資源との関係を見直し、次のような問
いに答える必要があります。

リソースを意識したエコシステム
天然資源システム

• パートナー関係に満足できるサプライヤーは？
自社の外部ネットワーク全体で信頼環境をどの
ように築くことができるか

• 自分たちの信頼性をどのように示すことができ
るか、そして「グリーンウォッシュ（欺瞞的な環境
配慮）」の告発をどう避けられるか

• 利用可能な選択肢について、より多くの情報に
基づく意思決定をするための基準をどう構築
するか

• 自社のシステムの資源（電力など無形のものと、
プラスチックなど有形のものの両方）の利用に
ついて、率直かつ明白に伝えるにはどうすれば
よいか、そして誰に、どの程度伝えるべきか
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この未来シナリオはどのようなものでしょうか？

ある大手化学メーカーは最近、自動資源配分シ
ステムを導入しました。このシステムによって電
気、水、素材の使用と利用可能性についての自
社データと外部ソースの分析を行うと、システム
が自動的にリソースへの影響を最小限にするよ
う、作業負荷のバランスをとることができます。一
般的なシステムとは異なり、この企業は地域の他
のメーカーや組織と連携して、すべての作業が提
携して同時に稼働するようにしています。

例えば、システムは集中して電力を使うプロセス
に最適な時間を、ソーラーパネルからの電力供
給が最大となり、かつ他の会社全体での送電系統
の使用全般が最小となる午後5時であると判断し
ます。

また、関連する市場全体で値引きを行うタイ
ミングも把握します。同時に人間の作業者が
頻繁に見直しを行い、いずれのプロセスも必
要に応じて無効にすることができます。

こうした誠実な取り組みは、このメーカーが欧
州全体に経営を拡大する後押しとなりまし
た。地域社会が、この新しいシステムが環境面
でも経済面でも有益だと判断したのです。

天然資源システム
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影響力のあるエマージング テクノロジー

• 気候改善テクノロジー
• ソフトウェアへの影響測定

• 再生可能エネルギー源：地熱、水素、波エネ
ルギーなど

• 暗号通貨
• 気候会計および報告
• 次世代接続性

天然資源システムにおけるエマージングテクノロ
ジーは、エネルギーと素材について、次の3つの成
果に注力する傾向があります。

1) 既存のリソースの使用測定と抑制

2) 既に加えられたダメージの改善

3) 新しい資源の発見または作成

暗号通貨など一部のものについては、資源の消費
方法について未解決であります。

他は、通常は天然資源と結びつくものではありませ
んが、現在ほとんど接続性がないシステム内でもエ
ネルギーの使用を管理するなど、資源を意識したシ
ステムの可能性につなげることができます。

変化のシグナル
• ウクライナで起きていることは、既存のエネルギ 

ーシステムの脆弱性を浮き彫りにしています。

• Green Software Foundation は、ソフトウェア業
界の排出ガス削減をサポートしています。

• グローバルサステナビリティ基準審議会は、サ
ステナビリティ報告について世界初の、グローバ
ルな基準を設定しています。

• 中国のある景観設計者は、季節性の洪水に対処
するために、水の性質を生かした
「スポンジシティ」を建設しています。

• 新たな研究では、素を意識したデータセンタ
ーの構築方法が研究されています。

• Neu.ro AIクラウドはAIコンピュータとMLOps（機
械学習運用）ツール、およびatNorthの環境に責
任を負うグリーンエネルギーを統合しています。

• Noriはより透明性があり検証可能な、炭素除去
市場を構築しています。 

• 新興企業であるelectricityMap は、エネルギー
使用を追跡しマッピングしています。

• Climeworksは「direct air capture」と呼ばれるテ
クノロジ―を用いて、大気から直接二酸化炭素
を吸収しています。
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プライバシーと安全はいまだ最重要事項ですが、 
（人と組織の両方の）柔軟なネットワークは、個別の

組織がデータの共同運営を通じて交わり協力する新
しい方法を生み出しています。アプリケーション、機
密コンピュータの構造、そして高度な計算能力によ
り、複数のデータ所有者が、暗号化の使用で制御さ
れたスペースで安全に共同作業ができるようになり
ました。

このネットワーク化された協力関係はWeb3の約束
のうちの１つですが、Web3の指針への特別な取り
組みは必要ありません。競合他社は今や協力者で
もあります。そして多くの組織が完全にクラウドに
移行した今、適切なパートナーとつながり、継続的
な変化にすぐに適応できる可能性はこれまでにな
く高まっています。

このトレンドが信頼にもたらす意味とは？

組織は複数グループシステムにより、これまでにな
かった方法でコラボレーションし、協力関係をイノ
ベーションの新たな領域とするようになります。こ
のパートナープールでは、従業員と顧客に対して、
さらなる透明性が求められ、同時にソフトウェア安
全策として、データの安全を守る必要もあります。

このエコシステムの視点で見ると、組織は次のよう
な問いに答える必要があります。

• プライバシーについての期待をどのように理解
し、その遵守をどのように伝えるか

• システムはどの程度まで透明性を持ち、監査可
能であるべきか

• 複数グループのシステムにおいて何らかの異
常が発生したときに、説明責任をどのように規
定するか
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安全な共同アーキテクチャ
インフラとデータシステム



この未来シナリオはどのようなもので
しょうか？

大規模医療システムは、大手製薬会
社と協力してデータを作成し、うつ病
の新しい治療法を開発しました。

患者の記録を用いて、機密を保持す
るプライバシー強化テクノロジーで
デジタルツインが作成されました。シ
ミュレーションソフトウェアは既知の
相互作用と提案される薬の効果を組
み合わせ、機密コンピューティングプ
ロセスを用いて患者のデジタルツイ
ン上で仮想テストが行われました。

インフラとデータシステム

シミュレーションと実際のデータの
組み合わせにより、市場展開までの
時間は半分になりました。この医療シ
ステムは製薬会社から「データ使用
料」（スマートコントラクトによる）の
十分な報酬を受け取り、対応可能な
病床の数を2倍に増やすことができ
ました。
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影響力のあるエマージングテクノロジー 

• ユーザーが自分のデータをオンライン ストレー
ジ エンティティで管理できるオープンソース プ
ロジェクトである、強固な個人データポッド

• スマート コントラクトをサポートする分散化さ
れたオープンソース ブロックチェーンであるイ
ーサリアム

• より環境にやさしいプルーフ オブ ステークを
用いたパブリック ブロックチェーンネットワー
クを構築している、非営利財団のDfinity財団

• 使用中のデータ（休眠中や移行中ではなく）の
保護の新しい方法である、機密コンピューティ
ング

• プライバシーを保護する／安全な複数グルー
プのコンピュータ使用

• ゼロトラスト セキュリティ
• 管理、統合、移行が簡単な、構成可能なアプリケ

ーション HPC（高性能コンピューティング）と
量子を用いたコンピュータ機能への変更

エマージングインフラにおいては、管理された統合
に注目が集まっています。プライバシー保護された
コンピュータにより、複数のグループが暗号化され
たデータを共有し加工できるようになり、共同作業
中でも自社の利益を守ることができます。

個人が自分のID、情報、認証情報へのアクセスをさら
に統制できるようになったことで、個人データストレ
ージはさらに重要となります。

量子コンピューティングや高性能コンピューティング
など、コアコンピューティングの進歩は、これらのシス
テムの機能を飛躍的に上げる可能性があります。

変化のシグナル

• SICCAR はブロックチェーンベースの企業デー
タ共有プラットフォームで、組織はビジネスエ
コシステム全体で、データの共有や使用の方法
を完全に統制することができます。

• Dcentriqで作られるようなデータ「クリーンルー
ム」により、安全なデータの共同作業が可能に
なります。

• 「 修理する権利」の法律への反応は、 オープ
ンデータプラットフォームのニーズ （ とその難
しさ）を指摘しています。これは社会的機関が
素早く変化するテクノロジー環境についていく
のに苦労しているためです。

「自分が起こす変化を信頼できれば、変化はそれほど難しいものではありません。 
変化への抵抗もそれほど起こりません」
エンタープライズ　コラボレーション　ソフトウェア企業CTO
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これが信頼にもたらす意味とは？

ネットポジティブになるための、これらの新しい物
理的な経験においては、透明性と同時に人のニー
ズを直接これらに組み込む必要があります。ソフト
ウェアの独自の機能、特にアップデートの可能性と

プログラム可能な新しいキャンバスー物理世界

コンピュータチップに埋め込まれた物理的製品があ
ります。新しいタイプの柔軟なハードウェアとスクリ
ーンがあります。宇宙服を着た宇宙飛行士が、宇宙
とはどんなものかを感じられるスマートファブリック
とマテリアルがあります。物理的なものと交流するこ
とで、私たちはよりクリエイティブにソフトウェアを使
えるようになりました。

 リモートアクセスは、物理システムに適用した際に
は強力なイネーブラーとなりますが、組織が留意す
べき懸念事項もたくさんあります。

組織は次のような問いに答える必要があります。

• 消費者とユーザーが単一のシステムに束縛さ
れないようにするため、相互運用性の基盤をど
のように築くことができるか

• IDに独自の物理的特徴が用いられている場
合、侵害を防ぐための新しい方法が必要か

• 広範囲に導入する前に、これらのテクノロジー
の物理的な、メンタルな意味合いをどの程度理
解する必要があるか
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新しいソフトウェアのキャンバス
物理的システム



この未来シナリオはどのようなもので
しょうか？

純粋に個人の新しいウェアラブルと
して始まったもの — 頭につけて脳
波や気分を変える流行のデバイス 
— は、最新のアップデートで共同作
業メタバースにまで拡大されました。

この新しいウェアラブルでは、ユーザ
ーは自分の気分を他の人と共有し、
同期させることができます。早期導入
者は、これにより会議がより楽しく、生
産的なものになっていると述べてい

物理システム

ます。このデバイスは、あらゆるメジ
ャーな拡張現実、仮想現実のプラット
フォームと互換性があるため、何百万
という人々がこの新しい方法でつな
がっています。机、照明、マッピングの
テクノロジーがすべて個人向けに調
整されたことで、モビリティと物理的
スペースは変わりました。ただ、生産
性ソフトウェアとの統合は、企業倫理
委員会が従業員のプライバシーに関
する懸念に対処できるまで保留とな
っています。
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影響力のあるエマージング テクノロジー

• 成形可能な素材：丸められるスクリーン、 
bioink、xenobots、スマートテキスタイル

• デジタルツイン

• デジタルID／バイオメトリクス

• AR/VR/MR（メタバース）

• バイオハッキング／生物学コンピュータ／
DNAストレージ／CRISPR

• 合成データ

• 自律デバイス：車、ドローン、配達ロボッ
ト、サービスロボット

• 周辺管理：ジェスチャー、声、ブレインコン
ピュータインターフェース、材料入力

バイオハッキングやサイボーグは、遠い未来のこと
のように感じるかもしれませんが、現実には人間は
自分の能力を守り、強化するためにテクノロジーを
長い間使ってきました。

私たちの独自の（代替性のない）生体データが頻繁
に収集され保存されるようになると、私たちのIDは
デジタル化され、新たな機会と懸念が生まれます。
現在ではVRのヘッドセットが視線のトラッキング、
反応までの時間、物理的環境のマッピングなど、こ
れまで全くアクセスできなかったユーザーのデータ
を取得しています。デジタルツインや成形可能な素
材など、ここで挙げている他のエマージングテクノ
ロジーは、受動的だったIoTシステムを能動的に変
え、責任感を持って導入されます。 

変化のシグナル

• GoogleのProject Soli は、ジェスチャーベースの意
思疎通にレーダー技術を用いています。

• Ripple プロジェクトではオープンレーダーのAPI基
準を開発し、汎用消費者レーダーアプリケ ーショ
ンの相互運用性と成長を加速させています。

• ケニアのスマートシティが果たせなかったことか
ら、私たちはテクノロジーの影響を最も受けてい
る人の価値システムの中で働くことの重要性に気
づかされました。

• イヤホンはもはや音楽のためだけのものではあ
りません。科学者たちはイヤホンを用いて神経系
に電気刺激を与え、関節リウマチを治療する実験
を行っています。
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AIのルールを熟考し、文書化するという問題に直面
する組織が増えていますが、これは簡単ではありませ
ん。AI導入は意図的か否かにかかわらず、単なる偏見
を超えて、本質的に特定の価値と視点を反映するも
のです。 AIにとっての「安全性」は、工場の機械におけ
る安全性よりもはるかに特別な意味を持ちます。そし
てAIのルールの成文化には、価値および二律背反に
ついての複雑な議論が必要となります。例えば、AIが
優先するのは平等性と公平性のどちらでしょうか？
損害に対して責任を負うのは誰でしょうか？

これらの実質的な安全性の問題に取り組む組織
は、AIをより幅広く使えるようになります。この難しさ
を過小評価している組織は、有害な影響を及ぼす不
安定なAIを導入し、躓きます。

このトレンドが信頼にもたらす意味とは？

AIと機械学習システムは様々な業界に拡大してい
ますが、自分たちの価値にAIと機械学習ツールがど
れだけ合致しているのかについて確信を持てずに
います。

組織は次のような問いに答え、責任を持って人工知
能を適用しなければなりません。

• システム内に冗長性と安全側故障（safe failure）
をどう組み込むか

• これらのシステムが学び、進化する中で、倫理
性を保った運用のためにはどのようにガバナン
スを組み込めばよいか

• 今後10年を形作る基準を作成する際、自分たち
の役割は何か
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より安全で回復力のあるAI
AIシステム



この未来シナリオはどのようなものでしょうか？

ある大手小売企業は「安全なAI認証」団体に創設
メンバーとして参加していたため、政府との大型
契約を獲得しました。この決定を発表する際、政
府はこの小売企業の入札額は最低ではなかった
が、倫理的なAI開発を目指す透明性のある誠実な
取り組みを評価し、この企業を選択したと述べま
した。

この「安全なAI認証」団体は、当初はAIの安全性の
向上に向けて単独で動いていた組織のみで構成
されていました。多くのメンバーが、技術的指導
だけでなく、倫理規定や民俗学など、より「やわら
かい」スキルも含めて、AIの職務に就いていたす
べての人々に対するトレーニングと認証の要件を
定めました。

 これらの取り組みは採用を促進させ、人員削
減を減らし、外部からの称賛を受けるなど成
功を収め、そのため大規模な大学が陣頭指
揮を執って「安全なAI認証」団体が正式に設立
されました。この独立機関には現在30の組織
が参加しています。

この団体の認証は、ブロックチェーン上の検証
された認証情報によって発行され、世界各国
のIT部門がデータ、アルゴリズム、モデルの使
用を「安全」と判断されるレベルまで自動で制
限するのに用いられています。 

AIシステム
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影響力のあるエマージングテクノロジー

• 合成データ／エージェントベースのモデリン
グ／シミュレーション —リソース効率のよい新
しい学び方を生み出す（実際的なことを学べる
が、コンピュータのコストやスキル取得に必要
な時間の他には、リソースへの実際のリスクは
ない）

• 少ないデータによる学習／AL／MLOps／ロー
コード／ノーコードAI — AIを簡単にしてさまざ
まな状況で構築と展開を行うツール

• 市場／オープンソース — AI/MLツールやモデ
ルへのアクセスの障壁を減らす

• スワームロボット／自律ロボット／チャットボッ
ト／ビジネスの自動化／自動運転車 — 自律意
思決定システム

AI空間での多くのイノベーションにより、AI/MLはよ
り弾性を持ち、入手しやすくなりました。例えば合成
データと少ないデータの学習により、大規模データ
セットの需要は減りましたが、トレーニング済みの
モデルを提供する市場はスタートから盛況です。

開発基準と管理体制はまだほとんどありませんが、
これは重要です。ロボティクスの進歩により、より多
くの自動意思決定システムが物理的な世界に提供
されています。

変化のシグナル

• 注目されているAI学者のTimnit Gebruは、公
益に資する研究の中で、最近 Distributed AI
Research Institute （分散型人工知能研究所）を
設立しました。

• John Deereの自動運転トラクターについては、
農業がますます自動化されているという認識が
強まって、物とデータの両方の所有権について
の議論が起こり、データおよびそれを生成する
システムについて所有者が誰になるのかにつ
いて、熱い議論が交わされています。

• AIへのローコード／ノーコードのアクセスは
組織に多くのメリットをもたらす一方で、一部の
リーダーはこれに付随するリスクについて主張
しています。

• GoogleのVisual Inspection AIは、内部倫理審
査委員会の恩恵を受けている製品です。

「AIテクノロジーは確実に進化しており、その進化は非常に速い。 
課題は人とプロセスがそれについていくのに苦労しているということです」
大学医療システムCIO
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https://www.dair-institute.org/
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私たちは占い師ではありません。しか
し、自分たちが今後見たいと思う世界
に希望を与えたいと願っています。世
界が人によって営まれる限り、信頼は
決して完璧にも完全にもならないで
しょう。しかし、私たちは物理的世界と
仮想世界が安全で包括的な方法で統
合される未来を構築することができま
す。その未来ではテクノロジーは信頼
を損なうのではなく、信頼を新たに生
み出すよう考慮して構築されます。

信頼の構築には 
時間と透明性が必要です
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信頼の構築には時間と透明性が必要
とされますが、そうするだけの価値が
あります。製品とサービスを構築する
従来のアプローチから、信頼の視点
から見たアプローチに移行すること
で継続的な変化に適応できるように
なります。

本レポートでは、信頼が影響を与え
る５つのシステムを紹介しました。こ
れから1年を通じて各システムを詳細
に掘り下げていきましょう。



推奨文献

本レポート全体に掲載されていたリンクに加え、以
下の文献も参考にしてください。

• Bubbles, Golden Ages, and Tech Revolutions,
Harvard Business Review, October 16, 2019

• Magic Carpets: Ubiquitous screens aim to
reshape our physical environment, not carry us
away to an alternative space,
Real Life, February 10, 2022

• False Futurism: The metaverse is just another
way to “go online,”
Real Life, February 24, 2022

• Interview: Tyler Cowen, economist and public
intellectual,
Noahpinion, January 9, 2022

• Value-Sensitive Design Lab,
University of Washington, accessed
January 20, 2022

• Resilience Tech Report 2022,
John Maeda, accessed March 10, 2022

• The Inevitability of Trusted Third Parties:
The search for a crypto use-case continues,
OneZero, January 30, 2022

• A libertarian ‘startup city’ in Honduras faces its
biggest hurdle: the locals,
Rest of World, October 5, 2021

• Microsoft chief hails $75bn Activision deal as
grand step into metaverse,
Financial Times, February 3, 2022

• The Seven Rules of the Metaverse,
Medium, October 22, 2021

• The Authentic Data Economy,
Medium, February 26, 2021

• My Brain Is Already Cyborg,
Wired, December 21, 2021

• The Staggering Ecological Impacts of
Computation and the Cloud,
Scientific American, March 1, 2022

• Advancing AI trustworthiness: Updates on
responsible AI research,
Microsoft Research Blog, February 1, 2022

• A New Proposed Law Could Actually Hold Big
Tech Accountable for Its Algorithms,
Slate, February 9, 2022

• In the realm of paper tigers — exploring the
failings of AI ethics guidelines,
Algorithm Watch, April 28, 2020

• Americans Need a Bill of Rights for an
AI-Powered World,
Wired, October 8, 2021

• Microsoft’s Asim Hussain on Designing
Software for Sustainability and the Green
Software Foundation,
InfoQ, October 25, 2021

©2022 Avanade Inc. All Rights Reserved.  24



アバナードについて

アバナードは、マイクロソフトのエコシステムにおいて、革新的なデジタル、クラ
ウド、アドバイザリーサービス、各業界向けソリューション、デザイン主導のエク
スペリエンスを提供するリーディングプロバイダーです。26カ国、56,000人のプ
ロフェッショナルなスタッフが、顧客、その従業員、またそのお客様に、素晴らし
い体験・影響という “真のヒューマン インパクト” を日々もたらしています。アク
センチュアが筆頭株主であり、2000年にアクセンチュアとマイクロソフトによっ
て設立されました。公式Webサイトは、https://www.avanade.com/ja-jp です。

©2022 Avanade Inc. 無断複写・転載を禁じます。アバナードの社名とロゴは米
国ならびにその他の国で商標登録されています。その他のブランドおよび製品
名は各所有者の商標です。

北米 
シアトル 
電話： +1 206 239 5600 
America@avanade.com

南米 
サンパウロ  
AvanadeBrasil@avanade.com

アジア太平洋地域 
オーストラリア 
電話：+61 2 9005 5900 
AsiaPac@avanade.com

欧州 
ロンドン 
電話：+44 0 20 7025 1000 
Europe@avanade.com

©2022 Avanade Inc. All Rights Reserved.  25

https://www.avanade.com/ja-jp



