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１．Executive summary
Data=New oil？

　データは21世紀の新たな石油と言われる[1]。データを石油
に例えるのは、かつての産業革命がエネルギー革命と呼ばれた
ように、データが第四次産業革命の燃料たる所以だけではな
い。石油は原油のままでは使えず、精製が必要だ。また、精製プ
ロセスにおける爆発リスクや、万が一漏れ出すと甚大な被害を
もたらす。今や石油は地政学的にも重要なものとなっている。
　データもよく似た性質を持つ。ただ、データには、石油と決定
的に違う点が２点ある。データは非競合性（使っても減らない、
複数の人で同時に利用可能な性質）を有している点と、データ
が個人に関する情報である場合、プライバシーなどの人権に
関わる点である。
　データは、第四次産業革命における新たな石油として価値
をもたらすポジティブサイドと、適切にデータが管理・利用され
なかった場合に発生する個人、企業または社会そのものがネ
ガティブなインパクトを受けるといったダークサイドを持つ。この
ネガティブサイドのリスクを管理しつつ、ポジティブサイドを引
き出す鍵となるのは、適切なデータガバナンスモデルの確立で
あろう。我々は、個人情報と切り離せないヘルスケア領域での
データガバナンスモデルの在り方を議論検討し、社会実装へ
つなげることにチャレンジする。

Our Challenge

　かつて秦の始皇帝は不死を求めて日本の富士山を目指し
[2]、また中世ヨーロッパの錬金術師は不老不死が得られる
賢者の石を求めた[3]。長寿に対する人類の望みを示す逸話
や寓話は世界中に存在する。我々人類は、これまで経験した
ことのない社会を迎えようとしている。それは、長寿社会であ
る。WHOによると、2030年までに多くの国で平均寿命は85歳
を超え、韓国の女性は90歳を超えると報告されており[4]、我々
人類は夢であった長寿を現実のものに変えつつある。一方で、
認知症など、長寿がもたらす課題も見えてきた。WHOによる
と、現在の認知症患者は5,000万人で、3秒毎に1人増え続けて
おり、2030年には8,200万人、2050年には1億5,200万人に達す
ると言われている[5]。社会コストは2015年時点で818 億米ド
ル、2030年には2兆米ドルまで膨らむと予測されており[6]、看
過できない社会的インパクトの大きさになりつつある。
　日本は現在、世界有数の長寿国であり、認知症をはじめと
する長寿社会の課題先進国と言える。また、日本では「国民
皆保険」と称される社会保険システムにより、60年近く前から
Universal Healthcare Coverageが実現しており、病院や政府・
自治体には大量の 健康関連データが存在している[7]。そうし
たデータに加えて、スマートフォン普及率が60代で既に5割を
超えている日本では[8]、様々な場面やデバイスにより収集さ
れる個人のReal world data(RWD)の活用が期待される。US 
Food and Drug Administration(FDA)では、RWDを創薬やバイ
オ製品へ活用することをサポートするためのフレームワークとし
て、2018年12月にFramework for FDA's Real-World Evidence 
Program を発表しており[9]、WHOではDigital Health 
Interventionsに関するガイドラインが出される等[10][11]、ヘル
スケア領域におけるデジタル活用への注目は高まっている。
長寿社会の課題先進国である日本をユースケースとして、先に
述べたデータ活用のネガティブサイドを管理しつつデータ流
通を後押しするためのデータガバナンスモデルの検討と、そ
の社会実装を通じて、データガバナンスと長寿社会における
課題解決の両面から世界に貢献することが本プロジェクトの
目的である。このヘルスケア領域の議論をもととして、一般的

なデータガバナンスの議論に拡張することに期待する。
　人権を担保するためには、形式的に個人の同意を取るだけ
では不十分であるし、匿名化によって個人情報を消去すること
でセキュリティを完全に担保することも技術的には困難であ
る。我々は、個人を含め、データに関わるマルチステークホル
ダーで合意される価値に基づいて、個人の人権を担保しなが
らデータ流通を活発化する方法を提案したい。

Findings (overview):

本白書における発見は以下の３点である。

1. データ流通のためのガバナンスギャップを特定する
2. ガバナンスギャップを埋めるうえで考慮すべき3要素を示

す
3. そのうちの1要素（実現される価値）に着目したデータガ

バナンスに関するコンセプトとして、Authorized Public 
Purpose Access（APPA）を提唱する。

1. データ流通のためのガバナンスギャップの特定 
リスクを適切に管理しつつ、データ活用により価値を生み
出すためのデータガバナンスモデルは確立していない。そ
の中で我々が考える特に重要な３つの課題を挙げる。 

a. 同意偏重による不十分な個人保護
b. Data Holder企業（データビジネスを行い、データを

活用する企業）への規制強化の潮流
c. データ活用の機会損失

2. データ流通を後押しするためのガバナンスモデルを構
成する3要素 
データ流通を後押しするためのガバナンスモデルとし
て、(1)人権への配慮、 (2)実現される価値（公益）、(3)データ
ホルダーにとっての合理性の３要素、を提唱する。また、現
状のデータ利活用の典型事例をこの3要素に即して示す。

3. 新たなデータガバナンスの概念「Authorized Public 
Purpose Access（APPA）」の提唱 
信頼を担保した適切なデータ活用のアプローチの一つ
として、必ずしも個人へのOpt-in consentだけに寄らな
い新たなガバナンスモデルの概念「Authorized Public 
Purpose Access（APPA）」を提唱する。APPAにより、現状の
データ利活用の典型事例に比してどのような優位性やデ
ータ利活用推進が期待されるかを示す。

Impact

　このチャレンジは、以下の２点においてインパクトをもたらす。 

1. データ流通を後押しするためのガバナンスモデルの具体
的な構成要素を示すことで、不適切なデータ利用によるネ
ガティブサイドの影響を管理しつつ、（特にヘルスケア領域
での）データ流通がより促進される。

2. 今後多くの国が直面する長寿社会の課題をデータ活用に
より解決するショーケースを日本が示すことで、認知症など
高齢者に典型的な課題に留まらず、より幅広いヘルスケア
に貢献するデータ活用の社会実装が促進される。
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２．Findings
2.1 データ流通のためのガバナンスギャップの特定

　ヘルスケア領域において、データ、特にパーソナルデータ
の活用への期待は大きい。しかし、その課題も多い［12］。学
問の競争の難しさや報奨と名声に対する誘惑から研究者間
でもデータの共有は容易ではない。また、データの共有に際
して、収集や整理にかけた労働と利益が一致しないこと、研
究活動への投資が不十分であること、研究分野や研究者間
における実践の多様性によりデータのラベルやフォーマッ
トが不揃いであることなどもデータの共有や活用を難しくす
る。データホルダー間での情報資源の不均衡、共有されたデ
ータの理解の難しさに加えて、データを共有し、維持するため
に必要な資源の規模等もあまり認識されていない。データは
資産でもある一方負債でもある。その保管には物理的な場所
とコンピューターの資源が必要である。データを管理するに
は人的資源も必要であり、公開に向けてデータを準備するの
に費やす時間、データ管理用の資金、データ公開の権利や保
管の責任等、法的及び経済的課題がある[13]。

　一般に、データを用いたビジネスの市場は拡大してお
り、GAFA (Google ,Apple, Facebook, Amazon) やBAT 
(Baidu、Alibaba、Tencent) のようなデータを収集して扱う企
業が台頭してきた[14]。そうした企業における、ヘルスケアデ
ータを含めた個人データの取り扱いに関して、プライバシー
意識の高まりとともに、個人・消費者によるコントロールを求
める意見が強まっている。直接被害を受けるのはデータ主体
の個人であり、個人への配慮は欠かせない。また、独占禁止
法等の競争法の観点からも、こうした企業への規制は進めら
れているが、データ活用により価値を生み出すという観点か
らのデータガバナンスモデルは確立していない。その中で我
々が考える特に重要な３つの課題を挙げる。 

①同意偏重による不十分な個人保護
　
　１つ目の課題は、個人への配慮の形として本人からの同意
取得が必ずしも万能ではないという点である。本人の同意は
重要であるが、同意にはいくつか課題がある[15]。
個人への配慮として、データ利用の際に本人の同意を取るこ
とは重要であるが、これにより、本来得られた価値を得られな
かったということが起こり得る。

　日本では、東日本大震災が一つの教訓になっている。日本
において、個人情報保護条例は，全国の地方自治体（都道府
県及び特別区・市町村）には例外なく存在する。この個人情
報保護条例は個人情報の外部提供を原則として禁止してい
るものが多いが、通常は、例外条項を設けている。自治体に
よりバラつきはあるものの，多くの自治体では、（1）本人の同
意、（2）法令等の定め、（3）生命、身体（健康）、財産等を保護
するため緊急かつやむを得ない場合、（4）自治体が設置する
個人情報保護審議会の答申を経て相当性が認められる時、
などには，個人情報の外部提供が許容されているという建
付けになっている［16］。ところが、東日本大震災では，被災者
支援を目的とする民間団体が，支援のために自治体が保有
する被災者（特にその中の災害時要援護者）の個人情報の
提供を求めたところ，本人の同意がないことや自治体として
提供する必要性がないことを理由に，ほとんどの自治体が外
部提供をしなかった。条例の解釈に基づき自治体部局の判
断で外部提供を実施した自治体は，岩手県と福島県南相馬
市の２団体のみであった［17］。 多くの自治体は，個人情報
保護条例における外部提供が可能な条項を利用せず，ある

いは，共有を可能とするような解釈指針もなく，共有を可能
にする条例もなく，個人情報保護審議会の答申もなかったの
である（そもそも災害時において個人情報保護審議会を開
催しなければいけないのだろうか）。

　当震災の犠牲者のうち、約６割が65歳以上であり、また障
がい者の死亡率は健常者の死亡率の２倍［18］というデータ
もあり、弱者に十分な支援が行き届かなかったと言える。

　東日本大震災の事例だけでなく、本人がデータ処理によっ
て被るネガティブなインパクトや実現される価値を正しく理解
した上で同意判断を行うことの難しさもある。そもそも、個人
データの利用に関する同意は、その利用を正当化する根拠の
一つにすぎない。そのため、GDPRにおいても、同意以外の適
法性根拠を示すとともに［19］、同意取得について、ユーザー
にとっての理解のしやすさなど、形式的な同意とならないよう
な取扱いを求めている［20］。Benoliel と Becherは、Googleや
Facebook、Uber、Airbnbを含めたアメリカの人気ウェブサイ
ト利用規約500件の可読性を調べたところ、うち、498件が学
術誌レベルの難易度であったことを示している［21］。難易度
だけでなく、その長さや、利用規約に同意しないとサービスを
使えないといった独占性から、一読もせず、利用規約に同意し
ているということは多くの人が経験していることであろう。同
意取得が個人への配慮のためでなく、サービス提供側の免責
や消費者保護の免罪符として使われている状況は、適切なガ
バナンスとは言えない。また、あらゆるデータ活用に対して同
意を求められることによるconsent fatigue（同意疲れ）という
問題もある。

　さらに、医療分野においては、高齢者や小児、救急患者な
ど、同意能力がない患者も多く存在し、同意能力があったとし
ても、医師と患者間において情報格差が存在するため、十分
に内容や必要性を理解した上での同意自体がかなり難しい
点も考慮する必要がある。さらに、医師と患者の力関係から
も、形式的な同意がなされやすい。日本の民法や個人情報保護
法制、あるいはGDPR等の世界の個人情報のルール上も、認
知機能が低下した高齢者の情報を扱うための意思決定支援
が適切に行われず、意思決定の凍結のリスクに繋がっている。

②Data Holder企業への規制強化の潮流
　
　２つ目の課題は、競争法の観点から、データ活用の可能性
を制限する意味合いの強いデータガバナンスモデルが導入
されつつあることである。従来、個人情報の収集は、プライバ
シー保護法制と消費者保護法制で規制すれば足りるとされて
いた。しかし、GAFAやBATのような、自らデータを収集しその
データをビジネスに活用する企業（以下ではData Holder企業
と呼ぶ）に対して競争法の適用がなされるようになった。2017
年に欧州委員会は米グーグルに対し、インターネット広告の
分野でEU競争法（独占禁止法）に違反したとして24億ユーロ
超の罰金を課している［22］。また、ドイツの独禁当局は2019
年2月、Facebookが傘下のアプリなどを通じて利用者のデー
タを収集、活用していることが、独禁法が禁じる「優越的地位
の乱用」に当たると判断した［23］。日本においても、こうした
状況を受けてData Holder企業に対する法規制の検討が進
んでいる［24］［25］。さらに、フランスのデータ課税（Digital 
Services Tax (DST)）法のように、データ利活用に際して課税を
する動きも出ており、関連する議論がなされている［26］。この
ように、デジタルデータを収集する中心サービスが社会生活
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mitigateし得る重要な概念であろう。

　ヘルスケア領域では、これまでデータは企業や病院、自治
体・政府、保険者などに所有され、個人本人によるアクセスは
限定的であったが、近年MyData［35］やBlue Button［36］の
ようにデータ主体である個人のデータアクセス権を担保する
取組みが進んでいる。2018年に欧州で施行されたGDPRにお
いても、自分自身のデータポータビリティが個人に認められ
るようになった。

　このように、データ活用の軸は個人となりつつあるが、しか
し同時に、”Data ownership”という概念の限界も見えてきて
いる［37］。Data ownershipの概念は、人権としてデータの扱
いに個人が意見を言う権利としては重要な意義を有する。し
かし、データもオイルのようにある一か所に固定され独占的
に所有される性質であることを前提とするような誤解が生じ
やすく、非競合性という性質に基づいた円滑な活用の阻害に
繋がりやすい。データはシェアやコピーが可能な財であり、シ
ェアや他のデータと結合することでデータの価値が高まる。
それは時に公共財としての側面を持つこともある。しかし、ア
カデミアや行政が持つデータのオープン化（公共財化）の議
論もあるが［38］[39]、データを持っている者にとってのメリッ
トが十分でないことや、行政データ活用による価値が不明確
であることなどが原因であまり進んでいない。

　では、どのような観点からデータガバナンスモデルは構築
されるべきなのか。

＜１＞【データ流通を促進するデータガバナンス
モデルを構成する３要素】

我々は、データ流通のためのガバナンスギャップにおいて
示された三要素（同意偏重による不十分な個人保護、Data 
Holder企業への規制強化の潮流、データ活用の機会損失）に
基づき、以下のように整理し、これら要素への配慮によりDFFT
が実現するものと考える。(図1.)

　BeauchampとChildressは、生命倫理の４原則として、自律
尊重（respect for autonomy），無危害（non-maleficence），
善行（beneficence），正義（justice）を挙げている［40］。しか
し、現状においては、生命倫理の４原則のすべてを満たした
データ流通となっていない。
　
　世界経済フォーラムでは、TrustをSecurity、Accountabilit
y、Transparency、Auditability、Equity、Ethicsの6つの次元で
示している［41］。我々は、生命倫理の4原則を満たし、Trustが
担保されるようなデータシェアリングを推進すべきと考える。 

　そのため、①個人の権利への配慮、②実現される価値（特
に一定の公益）、③データホルダー（データを収集し、保持し
ているもの）にとっての合理性の３要素をバランスすべきで
ある。

以下では、まず、これら３つの要素について概説する。

①【人権への配慮】

　まず、第一に重要な要素はconsideration for the rights 
of individualsである。rights of individualsもしくは、人権と
は何か［42］、なぜ人権は重要か［43］、といったことに関して
は本稿では立ち入らないが、GDPRに関しても、protection 
of personal data は、the Charter of Fundamental Rights 
of the European Union のArticles 7 and 8に由来するもの

において不可欠な基盤となる中で、Data Holder企業がデー
タを独占する現状を問題視し、法規制の動きが各国で顕在化
している。

③データ活用の機会損失
　
　３つ目の課題は、データ活用の可能性を制限する意味合
いの強いデータガバナンスモデルに焦点が当てられている
点である。現在、データガバナンスにおいて議論の焦点とな
るのは、個人のプライバシーや人権であり、欧州のGeneral 
Data Protection Regulation (GDPR)［27］やePrivacy規則［28
］、米国The National Institute of Standards and Technology 
(NIST)のプライバシー保護フレームワーク［29］やカリフォル
ニア州消費者プライバシー法（CCPA)［30］がその例である。忘
れられる権利というものも、個人への配慮から求められるよう
になった。こうした、個人データの保護を重視したルール化は
進んでいるが、結果としてデータ活用が十分に行われないデ
ータガバナンスモデルに留まっていることが多い。
上述の日本の東日本大震災の他、疫病発生時などもわかりや
すい例であるが、行きすぎた個人情報保護によりデータの共
有が行われないと、公益を損じるだけでなく、個人の利益も損
じることが起こる。

　また、プライバシー保護に加えて、自国の産業保護・育成、
安全保障、法執行・犯罪捜査といった目的から、国境を超えた
データ移転への制限もなされている。GDPRはその例でもあ
り、あるいは、中国やインドネシアをはじめとするアジアの国
々等では、自国からのデータ移転を許さない、データローカラ
イゼーションを求める法規制が広がっている［31］。しかし、こ
うしたデータローカライゼーションは、データ流通による価値
創出の機会損失にもつながる。

　すなわち、グローバルでのデータ共有を円滑化できるよ
うなルールが必要であり、GDPRには各国でバラバラだった
ルールを統一することで、EU圏内および十分性認定がされ
た国の間で一元的なデータ流通を可能とするという側面も
ある。また、APECのCross Border Privacy Rules（CBPR）［32］
やComprehensive and Progressive Agreement for Trans-
Pacific Partnership (CPTPP)［33］も自由なデータ流通を促進
するための枠組みといえる。

　我々は、データ活用により価値を生み出すことへの過度な
ブレーキに繋がることを懸念しており、リスクの議論と同時
に、データ活用を促進するべきである。
 
　そこで、我々は、これらの課題に対して、GDPRの様に基本的
人権である個人情報の保護を尊重した上で、公益を目的とし
て同意を免除したり、同意の簡素化を行える条件を定義し、情
報の流通頻度を上げ、効率的なデータ利用を促進する枠組み
を本稿にて提案したい。

2.2データ流通を後押しするためのガバナンスモデ
ルの構成要素

　日本が初めて議長国を務めた2019年6月のGroup of 
20(G20)サミットで世界中のリーダー達が置いた議題の一つ
が、急速に拡大しているデジタル経済への対応であり、今後
データ活用に関する国際ルール作りを議論するフレームワー
ク（“大阪トラック”）の立ち上げが合意され、日本により提唱さ
れたDFFT（Data Free Flow with Trust）がDigital Economic
をharnessすることがG20 Osaka Leaders' Declarationで同
意された［34］。Trustを担保したデータ流通のフレームワー
クであるDFFTは、データ活用のネガティブサイドのリスクを
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であって、fundamental human rightであるとみなしてい
る［44］。生命倫理の4原則の中では、主としてrespect for 
autonomy，non-maleficence, beneficenceへの配慮をするこ
とが求められる。
データ利活用や、ヘルスケア関連のサービスを受けるに際し
て、特にrespect for autonomyは重要な要素とされており、そ
れを担保するために、インフォームドコンセント（説明に基づ
く同意）が実施されている。データ利用に際しては、Opt-out
も含めて、様々な形で本人の意思を反映できるよう工夫がな
されている。近年の取り組みとしては、バイオバンク等におい
て、Dynamic Consentという形で、その時その時の意思を反映
する方法も試されている［45］。

　同意はrespect for autonomyもしくは、ドイツ等で確立して
いる情報自己決定権を確保するための重要な手法ではある
が、non-maleficence, beneficenceへの配慮のためには不十
分なこともあり、同意以外にも人権を保護する方法があること
に関しては特に留意が必要である。

　Privacyの保護に関しては、人権として守ることにより、デ
ータ利活用に関する信頼の担保をするのだという考えもあ
る（sometimes described as Privacy as Trust ［46］）。あるい
は、Privacyを信頼関係から派生するものと捉える考え方もある

［47］。また、本人の同意だけでなく、事前に（システムとして）
設計しておくことが大切である（Privacy by Design［48］）。情報
自己決定権、本人へのリスクや利益等、プライバシー以外の点
も含めたHuman rightに対する配慮として、主な構成要素と考
えられるものを以下に提示する。
　
　以下は、世界経済フォーラムのTrustの6次元の他、米国NIST
によるPrivacy Framework［49］のCore Structureによる分類
や英国Information Commissioner's OfficeによるLegitimate 
Interest Assessment［50］や日本等における規制の実態等から
作成した。

 – 個人の受益は明確か。明確な場合、データホルダーが得
る受益と比べてバランスは取れていると言えるか。

 – そのデータ処理や利用によって想定される個人への負の
インパクトを評価した場合、反対、もしくは信頼できない
と考える個人が何名か出てくることが想定されるか

 – 個人が予測、想定できないデータ処理や活用方法となる
要因はあるか

 – 同意取得とその取得プロセスが適切に行われているか
 – データ活用に関するトレーサビリティは担保されているか
（トランスパレンシー確保）

 – データ処理の結果として発生し得る（負の）インパクトを
極小化するための安全策は取れているか（匿名加工、秘
密計算など）

 – 情報漏えい等に際し、事後の救済措置や、サンクション、罰
則はあるか

 – アクセス権の設定範囲（対象・期間）は妥当か
 – 機微性など、扱うデータの特性に応じた適切な対応と配

慮がなされているか。本人以外も含めた情報ではないか。
 – 個人がデータホルダーと取引することの必要性が考慮さ

れているか
 – 消費者（個人）にとって，代替可能なサービスが存在しない

場合
 – 代替可能なサービスが存在していたとしても当該データ

ホルダーの提供するサービスの利用を止めることが事実
上困難な場合

 – 当該データホルダーが，その意思で，ある程度自由に，価
格，品質，数量，その他各般の取引条件を左右することが
できる地位にある場合

②【データホルダーにとっての合理性】
　
　2点目、data holdersにとっての合理性ないしは利益も重要
である。 データ処理による価値実現においては、データホルダ
ーにとっての合理性を考慮する必要がある。生命倫理の4原則
では、特にjusticeに関連して、考慮すべきである。Data holder
の納得がなければデータは活用できない。

　ここでいうData Holderとは、GDPRにおけるData 
Controllerとほぼ同一の概念であり、データを収集し、データ
に対するアクセス権設定等を行うことができ、データの管理
を行っているものを指す。GAFAのようなData Holder企業の
みでなく、個人や国、あるいは国際機関がData Holderとなる
場合もある。Open Dataに関する取り組みは、Data Holderに
よるデータの専有からデータを開放し、公共財化をする取り
組みと言える。

　また、データの適切な流通のためのプラットフォー
ムの構築と、interoperabilityも重要である。日本におい
ては、person-centered, open platform for well-being 
(“PeOPLe”)というデータを作り・つなぎ・ひらく仕組みの検討
が進められている［51］。Openなプラットフォームを作る場合
はその運用をどうするかが大きな論点となる。持続可能な仕
組みの構築という観点からも、本要素は重要である。

　GDPRのArticle6(f )においてはデータコントローラーの
Legitimate Interestに関する活用が規定されている。英
国Information Commissioner's OfficeによるLegitimate 
Interest Assessment等も踏まえ、データホルダーにとっての
合理性の構成要素を以下に挙げる。

 – データホルダーの納得感、同意
 – データホルダーが得られる受益はあるか
 – そのデータ処理をせずに、同じ目的が達成できないのか？
 – データホルダーがデータをキュレートするために要した

コストへの配慮が行われているか
 – データホルダーへの負のインパクトに対する配慮はなされ

ているか

図1. データガバナンスのキーファクター
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③【公益性】

　３点目は、 広くいえばデータ利用により実現する価値であ
る。個人にとっての利益や、データホルダーにとっての利益に
関しては他の2要素で考慮し、ここでは特に、公益に資するか
に関する評価を行う。

　データの利用によってどのような価値が実現するのか。こ
れは、個人の人権同士が衝突する場合すなわち、プライバシ
ーの権利が、他者の表現の自由や学術研究の自由等と衝突
する場合にも重要な観点である。そうした自由を優先させ、
データ利活用を推進することで一定の公益が実現する場合
もある。あるいは、国際協調による感染症対策などのように、
特定の国や企業の利益だけでなく、複数国にまたがった価
値実現がなされることが望ましい。 ヨーロッパでのGDPRの
Article6、9や日本での個人情報保護法16条、17条、23条等に
おいて、Public Interestを実現するためのデータ処理に関す
る様々な例外規定が定められている。

　つまりデータ処理によって実現される個人（データ主体）や
データホルダー以外のPublic InterestはDFFTを実現するた
めに重要な観点といえる。法律に基づく実施も、通常この観
点から、あるいは、民主的な手続きを経ていること、特定の集
団での合意がなされていることなどから、（違憲でない限り）
正当化されるものと考えている。フィンランド[52]や日本[53]
等、医学研究等のために法律に基づいたデータの2次利用推
進という観点での法制化の動きも存在する。しかし、これらの
動きは基本的に匿名加工された情報に関する、限定された
目的での二次利用に限られており、限定的にしかデータを扱
えない。
何が公益として適切であるか、ということに関しても人権と
同様に様々な議論があるが、その点に関して詳しくは、後で
Authorized Public Purpose Access（APPA）の説明とともに
述べる。１点のみ述べるならば、Sustainable Development 
Goals (SDGs)［54］やUniversal Health Coverage［55］といっ
たことを実現するに際しては、こうした公益性の考慮を優先
することが多い。

本要素は、Public Interestに関しては、生命倫理の4原則で
は、特にbeneficence とjusticeに関連する。構成要素を以下
に挙げる。

 – 実現できる公益の内容はどのようなものか。それは、真に
国民の利益であるか。

 – 実現する公益は表現の自由や学術研究の自由といったも
のと繋がっているか。

 – 実現できる公益へのインパクトは大きいか
 – 実現する公益の大きさと、個人やデータコントローラーへ

の負の影響のバランスは取れているか
 – 対象集団での合意および、その合意形成プロセスは適切

に行われているか
 – 根拠となる法令・ガイドラインは存在しているか
 – データ処理によって得られる期待に根拠はあるか 

①～③の３つの要素からデータガバナンスのモデルを考察
することで、より効率的なデータシェア・データ活用が実現さ
れると考える。なお、これら3要素をすべて完全に満たさない
限り、データ利活用はすべきではない、という趣旨ではない。

＜２＞【３要素にもとづいた典型的なデータ利用
の問題ケース】

　データの利活用の実体は現状、これらの3要素のいずれか
に過剰に偏ってしまっている。つまり、理想的にはこれら3要
素をすべて満たすべきであるが、どれかの要素を過剰に優先
する結果として、人権への配慮が不十分になったり、データ利
活用による価値実現が阻害されてしまったりしている。

　3要素に整理することによって、以下のような典型的な問題
ケース（図2）に関し、より適切な対応をすることで、信頼ある
データ流通の実現が期待される。

Case(a)【個人偏重のケース】

　図2の真ん中は、不適切な個人偏重がなされる場合である。
個人への配慮は重要であるが、その結果、データの利活用に
基づくイノベーションを阻害したり、かえって本人に不利益が
発生することがある。極端な例では、愚行権とも呼ばれるよう
に、個人の自由が、他者への危害につながる（たとえば受動
喫煙等）ということもある[56]。

　個人への配慮と、公益が相反する場合、また、本人へのパ
ターナリスティックな介入と自由との関係で、人権（愚行権）を
どこまで認めるべきかという議論はかねてからなされている
が、一定の場合にパターナリスティックな介入は正当化され
るという考え方は多い[57]。東日本大震災の事例で示したよ
うに、本人保護のための使用に関しては、合理的な判断をす
るならば本人は同意をするであろう（黙示的同意）ということ
から、別途の同意を不要とする考え方もある[58]。日本では、
東日本大震での教訓を活かし、災害時に要支援者を支援す
るために特別法（災害対策基本法）の改正を行った。これは、
自治体に要支援者リストの作成を義務付け、有事の際には本
人同意なしで要支援者の情報を共有することを明確化した
ものである。

　上述したように、適切な同意が取れていれば問題はない
が、実際上は同意による意思の反映にはしばしば困難が伴う。

　個人の権利と公益とのバランス相反の事例としては、児童
虐待が疑われる児童やその家族のプライバシーをどこまで
重視するのか（病院、行政機関、警察等での情報共有はどの
ようなケースに許されるのか）、あるいは、認知症である本人
の保護が公益にも資するとしても本人が同意しない（できな
い）場合にどうするのか、といったものもある。

　また、自己情報コントロール権やデータポータビリティ権、
消去権等を実装するための対応には、データホルダーに大
きなコストがかかるという点も考慮すべきであろう。

Case(b)【データホルダーの利益偏重のケース】

　GAFAのようなデータホルダー企業は、個人への便益を無
償で提供する代わりに、データホルダーが個人のデータを収
集し、処理することで収益を上げている。一方で、データホル
ダーが自身の利益等のために、優越的地位を濫用するなど、
個人への配慮が大きく欠けたデータ処理や競争法上不当な
行為が行われる危険がある。Fig２の左はそうした場合を示
している。

　GDPRでは、本人の関与を強めることでその対応を行って
おり、あるいは独禁法による規制がなされているのはすでに
述べたとおりである。また、仮に合法であった場合でも、社会
からの批判により企業のブランドを既存するリスクもある。
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　ヘルスケア領域において、データホルダーの利益偏重によ
り、個人の人権や公益が損なわれるケースとしては、臨床研
究の結果が研究協力者にも社会にも還元されないまま秘匿
されるケースが代表的である。また、GDPRのプロファイリン
グに関する規制[59]に象徴的なように、アルゴリズムを用い
て個人を分類することで、就職や保険、その他生活の様々な
局面において、差別や本人が望まない不利益な取り扱いを
受ける危険も増している。

Case(c)【公益偏重のケース】

　ヨーロッパのGDPRや日本の個人情報保護法など各地域に
おけるパーソナルデータの処理に関するルールでは、”Public 
Interest”や”公衆衛生”を目的とした場合の対応について通常
の処理とは別に定められていることが一般的である。［60］［61］。

　しかし、個人の利益よりも社会全体の利益を限定なく優先さ
せることには、もちろん問題がある。「公益」であればどのよう
なデータ利用も許容されるわけではない。「公益」は、権威主義
や監視社会の創設の口実として使われることがある。例えば、
公共の安全と個人の権利の間では、困難なトレードオフがあ
る。テロ対策の名目で国家の安全を過剰に重視し人権が侵害
される危険性があるという指摘もある。真の公益(社会全体の
人 )々と国家機関や政府関係者の国益・官益とを区別すること
が重要である。その際に、一国の利益だけでなく、国際的な協
調に基づいたより広範な価値実現も重要となる。

　これら3要素すべてに対して適切に配慮することが望まれ
る。しかし、万能薬は存在しない。そこで我々は、これら３つの
問題ケースへの対応の方法の一つとして、特に価値共創を重
視する、「Authorized Public Purpose Access（APPA）」を提案
する。

2.3 Authorized Public Purpose Access (APPA)

　我々は、ガバナンスモデルを構成する上記３要素のうち、「
実現される価値」に焦点を当てることでデータ活用を促すア
プローチとして、個人の人権を尊重する方法として必ずしも個
人のOpt-in consentだけに拠らない新たなガバナンスモデル
の概念「Authorized Public Purpose Access（APPA）」を提唱
したい。

APPAは以下のように定義される。

APPAとは、医学医療の発展や公衆衛生の向上等の、合意
がなされた特定の公的な目的のためであれば、必ずしも
明示的な個人同意によることなく個人の人権を別の形で
保障し、データへのアクセスを許可することで目的とする
価値を実現するモデルである。

　データ主体の人権を保護するとともに、個人への配慮偏重
によるデータ活用の機会損失を避け、同時にデータホルダー
に過大な負荷がかからないようにすることは困難である。ま
た、適法な対応をしていても、個人やデータホルダーからの不
安・不信感が生じるデータの取り扱いは適切とは言えない。
この問題の解決として、適切な同意を取得することを中心とし
て個人のコントロールを強調するアプローチと、匿名加工や
暗号化によってセキュリティを担保しながらプライバシーのリ
スクを極小化するアプローチとがある。我々は、それに加えて、
手続き的な保障を前提とした、実現する価値を重視するモデ
ルを提示する。

　特にヘルスケア領域においては、上述の生命倫理の４原則
の一つに善行（beneficence）原則があるように、一定のパタ
ーナリズムを許容してでも、公益を実現することが必要となる
部分が大きい。しかし、上述したように、公益の名目で無制限
のデータ利活用を許すべきではない。

　APPAによるデータアクセスは、特定の集団や国家等の利益
ではなく、マイノリティの人権への配慮も含めた形で、多数の
共感可能で批判・検証が可能な合意に基づく、特定の目的に
限るべきである。

図２. 典型的な問題ケース
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　また、公的なデータ利用に関して、（多くは匿名化をした上
での）オープンデータ化や流通促進の取り組みがなされてい
るが、APPAは、そうした取組みを含むものではある。
しかし、データをすべて公共財化すべきであるとか、データを
公的機関が管理すべきであると主張するものではない。APPA
とは、‘Privacy by Design’のコンセプトと同様に、（適切な合意
に基づくため）信頼が担保され、人権が保障される形での、公
的なデータアクセスは許容されるべきであるという主張である。

　APPAは、排他的所有権と結びつきやすいデータ提供・使用
のモデルから、データの非競合性を重視し、アクセス権重視
のモデルに転換すべきであるということを含意している。例え
ば日本の特許法における裁定通常実施権（Award granting 
non-exclusive license）のように[62]、然るべき利用がなされ
ていない場合に、アクセスを希望する第三者が一定の手続き
の上でアクセス可能とするような制度化の検討をするべきと
考える。
分散化された複数データベースにおける、共通のIDやブロッ
クチェーン技術の活用に基づいた、アクセス権コントロール
を中心に考えることで、データの不本意な拡散を防ぐことも重
要である。

　APPAとして許容される要件はユースケースによるが、上に
示した3要素の個別構成要素を総合的に考慮することになる
だろう。すなわち、同意以外の方法を含めて実態的に自己決
定や人権の保護がなされているか、データホルダーにとって
理不尽な要求となっていないか、真に公益と呼べるだけの根
拠を有するか等の点である。

　より具体的なAPPAの適用に関しては、後述するような、研
究者コミュニティ内でのデータ共有の方向性が参考になるだ
ろう。本提案はデータの円滑な活用のみを重視するものでは
ないが、データ活用の障害を新たに生み出す結果とならない
ようにすべきである。

　データを利用したい側の要求とデータホルダーにおけるデ
ータ利用の基本的条件がマッチする場合には通常、自動的な
データアクセス権付与をなすことになるだろう。明白に公益性
が高く、緊急性も高い、災害時の人命救助のような典型的な
ケースに関しては、事前の特別な審査がなくともデータアクセ
スを認めるべきであろう。また、民主的な法律に基づいたデ
ータアクセスに関しても、透明性やアカウンタビリティの担保
をした上で許容すべきである。あるいは、適正な審査等の手
続きを事前・事後に行うだけでなく、アーキテクチャとして3要
素の個別要素への十分な配慮が客観的に示せる場合にはデ
ータアクセスを認めるべきであると考える。 

＜１＞同意によらないデータ利活用　-APPAの概
念に関連する議論-

　APPAは、個人の同意ではなく、集団での合意というものも
重視しようとする試みである。同意が個人の人権を担保する
ための唯一の方法ではないことは、GDPRにも現れている。
研究倫理においても、米国National Institute of Healthの
Emanuelらが提唱した７つの倫理要件［63］において、イン
フォームドコンセントは6つ目に位置づけられており、研究倫
理の観点において”同意取得”≠倫理的な研究とはされてい
ない。Emanuelによると、最も重要で最初に考えられるべき
はSocial or Scientific Value、つまり実現される価値であると
言われている。これは、例え個人からの同意が得られたとして
も、得られる価値や、適切なリスク/ベネフィットバランス、科
学的妥当性などの観点から不適とされた場合その研究は倫
理的に問題があるとされる。これは、APPAの概念のように、

個人同意に必ずしも寄らないガバナンスモデルの一つと言
える。

　公益（特に他人の人権）にネガティブな影響がある場合に
おいては、本人の人権（時に愚行権）を抑制することは、既に（
法律に基づくなどして）現実社会において行われている。例え
ば、喫煙においては、受動喫煙により肺がんリスクが高まるこ
とが世界的にも「確実」というエビデンスが示され、WHOの
たばこ規制枠組み条例（FCTC）［64］などにおいて受動喫煙
防止対策が進められており、職場や飲食店で受動喫煙を減ら
すために喫煙所を失くす企業や、時間帯によって喫煙を禁止
する飲食店などが増えてきている。この考えはデータ活用に
おいても通用するだろう。すなわち、公益にネガティブな影響
をもたらすことを防ぐためのデータ活用は、必ずしも同意取
得を前提とすべきではない。ローレンス・レッシグ教授は、信
頼できるデータ流通のために構築すべきアーキテクチャに
おいて、個人の同意をいかにしてより良いものにしていくか
を目指すのは間違った戦略であると指摘している［65］。「ユ
ーザーはデータがどう使われるかを実際に理解できず、真意
ではないのに規約を読み同意したと日常的に小さな嘘をつ
き続けることに慣れてしまっており、人々に自由意志を行使す
る力を与えても実際には誰の意志も表さないことが分かって
いる」、と彼は警鐘を鳴らしている。

　すなわち、ユーザーが判断すべき領域をなるべく狭くして
おくべき、ということである。個々の判断が集団的にしたい選
択とは限らないという点も彼は指摘している。個人は「不健康
だと分かっていてもお腹がすいたら甘いお菓子を食べたくな
る弱い存在」であり、データ利用判断をゆだねても社会全体
として良い方向に行くとは考えにくい。したがってデータ用途
について政策で規制する策を薦めている。日本においても、
医療・介護分野における公的データベースを、研究者等が公
益目的で利活用可能とする法改正が2019年になされている

［66］。

　個人による選択が実質的に不可能であることが多いこと、
特に、医療においては情報の非対称性があり、患者に判断が
難しいことを考えるならば、サンスティンの「選択しないとい
う選択」という考え方［67］も重要になるかもしれない。その
際に、trustできる他者に選択を委ねるということになるだろう。

　APPAの概念は、必ずしも個人の同意取得によらず、国や自
治体、場合によっては企業などあるAuthorityを持った者がデ
ータを活用することで実現される価値もあるのではないか、
ということが根底にある。これはある種、Public Interestを目
的とした国家による人権の制約に関して長らく議論されてい
る点とも深く関わる。国家という権威の正当性について、法
哲学者であるJoseph Raz教授によるAuthorityに関する分析
によると、各人がそれぞれ独自に彼（女）に妥当する理由に合
致した行動をとろうとするよりも、むしろ権威の命令に従った
方がその独立の理由によりよく合致した行動をとることがで
きるとする「通常正当化テーゼ（normal justification thesis）
」を挙げている［68］。また、Razは紛争当事者が自身の有す
る行為理由（一階の理由）に従わずに、仲裁者の決定に従っ
た方がよいということを要求する「排除理由(exclusionary 
reason)」というものを示している［69］。あるいは、法哲学者
のA. Marmor博士は、国家の命令に従うことにより各人が独
自に考えて行動するよりも本来とるべき行動をよりよくとり得
ることがあることを示している［70］。 すなわち、国家権力の
正当性根拠として国家の専門的・技術的知識の存在を前提と
した公共の福祉の実現が示されており、これはAPPAの概念
にも通じる点と言える。
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　また、APPAは、個人の同意ではなく、集団での合意という
ものも重視しようとする試みである。Rawls［71］を始め、集団
での合意と民主主義との関係に関してもいくつか議論がある
が［72］、ここでは深くは触れない。
　
　最後に、同意によらないデータ利活用としては、匿名化に
よるアプローチもこれまでなされてきた。しかし、匿名化には
再識別のリスクが常に付きまとう［73］。暗号化・秘密計算そ
の他技術的な方法で、プライバシーのリスクを極小化可能で
あると思われるが、万能ではないので、より詳細に3要素を検
討することが必要となるものと考える。

①個人偏重のケースからAPPAによる新たな価値実現の可
能性
 
　個人偏重、特に同意偏重により、実現しきれていなかった公
益が、APPAに基づいて実現可能となる。その際に、個人の人
権への配慮を（同意以外の面で）従来どおり行い、またデータ
ホルダーへの配慮も最低限度行うことが目指さなければなら
ない。データ利用に関して本人の真の同意が取得可能な場合
には、APPAの概念を用いる必要はない。

　しかし、以下の3つの場合においてAPPAの概念を導入する
メリットがある。

a. 　1つ目は、合理的に考えれば、黙示的な同意が存在する
と考えられるような、本人にもメリットがあることが明らか
な場合で、状況的に個別の明示的な同意を取得すること
が困難な場合である。通常、行動や選択肢が制限される
ことは窮屈で、ストレスを感じるであろう。例え、自分が選
択する行動が、喫煙や塩分の取りすぎといった、本人の健
康にとって害であることの明確なエビデンスがあるような
ものであったとしても、制限されたくないと多くの人が思
うだろう。シンガポールでは、糖分の高いパッケージ甘味
飲料の広告を全面的に禁止する方針が示された［74］。し
かし、糖尿病の人間への甘味飲料の販売を禁止するよう
なものではない点も重要である。すなわち、本人の自由な
いし、一種の愚行権として認められるべきものもあるとい
う考えは尊重すべきである。そのため、意識障害があった
り、認知症などによって判断能力が十分になかったり、あ
るいは災害時の本人保護のように、緊急性が高く意思の
確認をする時間がない場合で、本人へのメリットを実現
することが社会的にも有益であるような、限定的な場合に
のみ、APPAとしてのデータアクセスを適切な範囲で認め
るべきであろう。 

b. 　2つ目は、個人の意思を尊重することで、他者への害の
リスクが大きくなってしまう場合である。FCTCによる受動
喫煙防止対策を他者への害のリスクを重視した考え方と
して示したが、データに関しても同様に他者を保護するた
めに活用されるべき場合がある。例えば、児童虐待防止の
ために、児童虐待の恐れやリスクを感じた周囲の人達は、
それに関連する個人情報（時には児童虐待を受けている、
もしくは受ける可能性のあると思われる児童の両親に関
する情報など）を自治体と共有することは当然認められる
べきであろう［75］。その際に、児童虐待を行っている親の
同意は通常取りにくい。こうしたリスクにもとづいたパタ
ーナリスティックな介入は、大義名分による個人の抑圧に
も繋がりかねない点を注意すべきである。そのため、リス
クに関する十分な根拠があり、それが、SDGsやUniversal 
Health Coverageのような、重要な価値の実現を阻害する
場合にAPPAは限定すべきであろう。 

c. 　３つ目は、同意を得ようにも専門家以外には（場合に
よっては専門家にとっても）判断が困難であり、本人同意
を重視するとかえって軽率な判断がなされるリスクがあ
る場合である。本人に対する危険性を含めて慎重な判断
が、合意に基づいてなされるべきだろう。この場合、サン
スティンの言うように、選択をしないという選択をしても
本人保護ができるような、ある種パターナリスティックな
本人保護に基づいたデータ利活用をする、ということに
なるかもしれない。 
 
　認知症の高齢者の見守りに際して一つの議論がある。
認知症になると財産管理が困難になったり、徘徊により家
に帰れなくなったりすることがあるが、その場合、認知症の
人の家族としては、財産管理や徘徊に備えてGPSなどを活
用した見守りを検討することになる［76］。しかし、認知症の
人からすると、時にそれは「監視されている」と感じ、窮屈
で心地良くない気持ちになる。一方で、認知症の家族の介
護疲れによる離職や自殺、事故時の責任なども社会問題
の一つになっている側面もある［77］。APPAの概念として
は、リスクと便益を天秤にかけることになるが、判断が困難
であり、本人の同意のみでなく、関係当事者全体での合意
によることが適切な場合も多いのではないかと考える。た
だし、認知症であるというようなセンシティブな内容を含
むため、データへのアクセス範囲は適切に制限されるべき
であろう。 
 
　これらいずれの場合も、対応するためにデータホルダ
ーに過度な負担がかかっては、実行性や持続性が損なわ
れる危険がある。そのため、データホルダーへの何らかの
インセンティブ設計も同時に求められることとなる。デー
タホルダーが国や公的な機関の場合には、その公共サー
ビスとして実施する場合もあるだろう。その場合には、後
述する公益偏重のケースへの対応も合わせて考慮すべき
であろう。 
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②データホルダーの利益偏重のケースからAPPAによる新た
な価値実現の可能性 

　データホルダー企業によるデータ利活用、もしくは国家や
アカデミアでのデータベースの活用推進にもAPPAは有効な
考え方となりうる。この場合、データホルダーが形式的に公益
を掲げさえすれば、彼らによる（人権を置いてきぼりにした）
データ活用が推進されるべきであるということではない点、
注意すべきである。
　例えば、以下の2つのユースケースが典型的であろう。

a. SDGsの達成のような公益の実現のために官民連携が重
要な場合 
 
　公益目的でのヘルスケアデータ共有の一番の例は、が
ん登録や、全国民対応のeHealthシステムの構築、すなわ
ち、Universal Health Coverageのためのデータ共有であ
る。これらにおいては原則的には国家が主導し、データベ
ース等の構築やデータ利活用を行う。  
　しかし、例えば、Public/Private Partnership(PPP)でのデ
ータ活用［78］はAPPAモデルを適用すべき領域があるの
ではないか。PPPは、1979年に発足した英国サッチャー政
権において「小さな政府による大きな公益」を目指して様
々な国営サービス（水道・電気・ガス・通信・鉄道など）の
民営化から始まった官民連携による社会課題解決手法の
一つであるが［79］、現在ではSocial Impact Bond（SIB）と
いった手法にも注目が集まっており、民間の知恵と資金
を活かした公益への貢献が期待されている。SIBを含めた
PPPの取組みにおいては、事業の目的は公共財の提供な
ど公益の実現が設定され、持続可能な事業として実現さ
せる役割を民間が担う。PPPの課題の一つに民間企業が
利益を上げすぎているという批判が聞かれるが［80］、こ
ういった批判が起こらないよう、社会的な納得感を得るこ
とは重要な点である。例えば「データホルダーにとっての
合理性」は一定程度抑えられるが、適正な利益率に抑え
暴利を避けることや、また事業収益性が必ずしも高くはな
いPPPの事業を行う場合がありえる。社会的な納得感があ
る形での「公益の実現の担保」を前提に、データホルダー
による、個人同意に依らないデータ活用が認められるケ
ースもあるだろう。また、SDGsの達成を代表として、デー
タホルダーにとっての合理的な判断だけでは起こりえな
い低収益事業のためのデータ活用（例えば希少疾患対策
など）や、これまで個人同意取得無しでは実現出来なかっ
た新たなデータ利用が可能になる。これは、Value-Based 
Health SystemのためのValue in Healthcare Framework
の実装においても重要な視点となる［81］。公益目的での
ヘルスケアデータ共有の一番の例は、がん登録や、全国
民対応のeHealthシステムの構築、すなわち、Universal 
Health Coverageのためのデータ共有である。これらにお
いては原則的には国家が主導し、データベース等の構築
やデータ利活用を行う。 

b. 特に医学研究のように、人類に共有可能な新たな価値を
追求する場合 
 
　研究レベルでのデータシェアリングに関しては、オ
ープンデータ化も含めて様々な取り組みがなされつ
つある。希少疾患に関する取組みでは、米国National 
Institute of Health(NIH)のWilliam Gahl博士が発案
したUndiagnosed Diseases Program［82］により未
診断疾患に関するデータシェアリングが進められてお
り、日本でもJapan Agency for Medical Research and 
Development(AMED)が主導するInitiative on Rare and 

Undiagnosed Diseases(IRUD)［83］により同様の取組み
が始まっている。未診断疾患の診断を行うためには、同様
の症例を見つける必要があるが、医師の独力では限界が
ある。未診断疾患に関する国際的な症例比較プラットフォ
ームであるMatchmaker Exchange(MME)［84］によって、
北米、欧州、アジアパシフィックの未診断症例データベー
スの連携も始まっており、データ共有による未診断疾患の
確定診断の取組みがグローバルに進みつつある。しかし、
本取組みでは、患者データを持つ病院や医師といった複
数データホルダーのメリットが十分与えられておらず、実
現される価値として高い公益性を掲げながら、高い志を
持った医師や教授らが少しずつ取組みを広げている状況
にある。データホルダーのメリットをどのように設計出来
るか、未診断疾患データ共有の取組みの課題と言える。 
　また、ゲノム情報では、研究参加者の同意や個人情報
保護等の配慮のもとでゲノム情報等のデータシェアリン
グを可能とするための基盤的な枠組みの構築や技術的
な国際標準の設定を目的とした国際協力組織であるThe 
Global Alliance for Genomics and Health(GA4GH)によ
って、研究等により得られたゲノム情報等のデータを研究
グループ内や第３者の間で共有等行う仕組みとして「The 
registered access policy model」と呼ばれる新たなガバ
ナンスモデルが提唱されている［85］。これもAPPAの一つ
のモデルとなるものと考える。 
　さらに、世界経済フォーラム第四次産業革命日本センタ
ーでは、日本の法改正において、APPAの概念を取り入れ
ることを目指すとともに、AMEDのイニシアチブによる研
究で得られたデータを二次利用し社会実装に活かすため
のガバナンスモデルの検討を産官学で行っている。ヘル
スケアにおいて重要となるエビデンス構築と、それを世の
中へ価値として還元する社会実装の両面において重要と
なる課題の１つがデータである。個人への配慮を前提と
しつつ、データホルダーの合理性と実現される公益の観
点も踏まえて、我々は産学官オープンイノベーションを促
進するためのデータガバナンスモデル構築とその社会実
装にチャレンジしている。 
　　これら研究上の取り扱いに際しては、ヒトゲノムプロ
ジェクトの際に議論になったように［86］、人類共通の財産
となるべき部分と、企業の利益、個人の人権のバランスを
考慮し、そのアクセスのコントロールを適切に行う必要性
がますます高まっている。.
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③公益偏重のケースからAPPAによる新たな価値実現の可能性

　APPAの提案は無制限に公益目的での利用をすすめるべ
きというものではない。APPAでは、表面的に公益を掲げる国
益・官益目的ではなく、真に公益のためのデータ活用であるこ
とが最も重要な点であり、様々な合意形成プロセスによる担
保を持つことがその特徴である。合意によることで、明示的な
同意を取得せずとも、人権への配慮や、データホルダーへの
配慮を実現できるものと考える。

　現在の法規制の中でも、同意なしでの利用は一定の条件
下で認められている。しかし、国家安全保障等の目的で人権
への過度な制約がなされたり、データ流通への過大な障壁
が生ずる場合がある。ここでは2つのAPPAの例を示す。

a. 国や自治体等が主体となる事例  
 
　国家安全保障のために国家が個人を監視することがあ
る。スノーデンによる、NSAによる国際的監視網（PRISM）
の実在告発は大きなセンセーションを巻き起こし、GDPR
の成立にも影響を与えた[87]。Trustを得られないような
監視は人権侵害にも繋がる。医療においては専門職の間
での情報共有は重要であり、虐待防止や薬物対策、感染
症対策など国や公的機関への情報アクセスが求められる
場面は多い。また、生命に直結するため、医療機関へのテ
ロへの対策は正当化されやすい。しかし、医療の目的を逸
脱したり、セキュリティの確保を超えた、人権への侵害が
なされるようなことはなされてはいけない。また、差別に
つながるような、不透明かつアカウンタビリティのないデ
ータ活用はなされてはならない。例えば、エストニアにお
いては、国家レベルでのヘルスケアのデータアクセスをブ
ロックチェーン技術によって実現しているが、不必要なガ
バメントアクセスは禁止されており、データ主体である各
個人は自身のどのデータに誰がアクセスしたか、その目的
は何であったかを知ることができるようになっている[88]
。APPAの導入に際しては、透明性やアカウンタビリティを
担保したデータアクセスを認め、必要以上のデータアクセ
スは厳重に禁止するとともに、Trustされた利活用に関し
ては許容されるようにすべきであろう。

b. 国際機関が主体となる事例 
 
インターネットを前提としたデータ流通においては、国際
的なプラットフォームを有する企業がデータホルダーに
なることも多い。データ流通は1国に閉じないため、WHO
等の国際機関が国境をまたいでデータ活用できるよう
にコントロールするケースもあり得る。GDPRやAPECの
CBPR、あるいは、DFFTも国境をまたいだデータ流通のル
ールである。例えば、現在The United Nations Relief and 
Works Agency for Palestine Refugees（UNRWA）におい
てはパレスチナ難民のためのeHealthのシステムを開発
しており[89]、国境をまたいだ公益の実現の好例となって
いる。あるいは、感染症対策のための国際的な情報連携
もAPPAのケースとなるだろう。情報連携に際しては、デー
タの不必要な囲い込みを避けるためのinteroperability
を担保することも重要であり、データや用語の標準化も重
要である[90]。 

＜２＞APPAモデルにおける留意点

　個人同意を取得しない、というのは、決して国益や公共の
道徳を保持するためであれば、個人の人権を犠牲にしても良
いということではない。不適切なデータ処理は個人だけでな
く社会全体にネガティブな影響を及ぼす。自由と秩序、あるい
は正義に関しては多くの議論が存在するが[91][92][93]、我々
が提示するAPPAにおいて実現する価値は自由を担保した、
見せかけではない公益である必要がある。

　見せかけではない公益に関しても、単に、利他主義であれ
ばいいとか、一見道徳的に良いとされていることであれば良
い、ということではなく[94]、不断の検証により確認し修正し
ていくべきものであろう。

　また、利用するデータや個人への影響によって、然るべき
プロセスを踏む必要があるものと考える。国民投票や立法、
条例策定、第三者機関の活用、ガイドライン等、プロセスの手
段は様々あり、データ利用による公益や個人への影響の大き
さによって適切なプロセスは変わってくるであろう。

　同意に変わって、合意や第三者機関を用いることに関して
は、時間の経過によって主体の内実が変化してしまうことによ
り、なぜ当初の合意に現在のわれわれが拘束されなければ
ならないのかという問題や第三者機関の正統性の問題等は
あり、また、全体主義等の危険性を回避する必要があるが、今
後、３要素の扱いに関するさらなる議論に基づき、より具体
的な方法を示すことでAPPAモデルの信頼性が高まるものと
考える。

　また、APPAの定義としてヘルスケア領域のデータ活用を
念頭に記載しているが、他の（公益性の高い）領域でのデータ
利活用にも拡張可能な概念であると考えている。
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３．Conclusion
ヘルスケア領域におけるデータ活用への期待は大きい。本
稿では、適切なデータガバナンスモデルの具体的な構成要
素を示し、不適切なデータ利用を避けると同時に、データ利
活用のあるべき姿の例としてAPPAを示した。APPAにより、

 – データ流通を促進するためのガバナンスモデルの具体的
な構成要素を示すことで、不適切なデータ利用によるネ
ガティブサイドの影響をmitigateしつつ、（特にヘルスケ
ア領域での）データ流通がより促進される。

 – 今後多くの国が直面する長寿社会の課題をデータ活用に
より解決する、というショーケースを日本が示すことで、認
知症など高齢者疾患といった長寿社会における課題に留
まらず、より幅広いヘルスケアに貢献するデータ活用の社
会実装が促進される。 

といったことが期待される。
APPAに基づいた、データの公益目的での利用の実現と呼べ
る例は、上述したように、すでにいくつか存在する。その事例
を含めて、条件を整理するとともに、APPAの実装を進めるこ
とで、第四次産業革命時代の新たなサービスの構築が期待
される。長寿社会において高齢者のwellbeingを実現するの
みならず、SDGsの達成等、幅広いデータ活用の可能性が存
在する[95]。

今後、更に議論が必要な点としては、以下のものがある。 

 – 経済的観点から持続可能なモデルを構築すること。認知
症患者や高齢疾患患者、生活困窮者など、これらのサー
ビスを受ける恩恵が特に大きいと考えられる対象は、受
益者負担ができない可能性も高い。

 – （APPAによらず）適切な同意の取得ができるような方
法の整備。効率よく同意を取得するためには、Consent 
Management Platformによる同意管理がなされている
が、さらにはAIの活用による意思決定支援（パーソナル
AIエージェントの活用等）の可能性もあるだろう。

 – 医療分野におけるAIの活用に向けた、知的財産権や専
門職の責任などの精緻な議論や検討

 – プライバシーリスクの最小化。アクセス権コントロール
や秘密計算などの技術を用いる、AIアルゴリズムへの学
習のみにデータを利用する等、データ利用に基づく価値
の創造を、プライバシーに配慮しながら行うこと

 – サイバーセキュリティの担保
 – サービサーがデータを共有できる環境の整備。スマート

シティのようなcommunityを企業がvirtualに作ることも
可能かもしれない。その際のインターオペラビリティの
担保等共通ルールのあり方。

 – Globalization 4.0[96]を前提とした、新しいアーキテクチ
ャの構築。たとえばFederated Data Systems［97］の導
入等。 

今後の報告で、このような仕組みについて考察していく予定で
ある。様々なステークホルダーからの継続的な意見を求めたい。
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