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要旨
データガバナンスは第４次産業革命の最重要課題で
あり、
この課題を解くためにも、ヘルスケアの領域の
データガバナンスを考察することが有効である。世界
経済フォーラムでは、ヘルスケアを入り口として、十分
な配慮をもって取り扱うべき個人情報を活用して、社
会がどのようなガバナンスモデルで価値を創出すべ

きか、
という問題に取り組んでいる。パンデミックを含
む多くの公衆衛生上の危機におけるデータガバナン
ス体制を確立することは、第一には、一つでも多くの
命を救うことに繋がり、同時に社会的な信頼を得てい
くためにも不可欠である。

Authorized Public Purpose Access (APPA)

図1

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は、世界中に
拡散し、2021年4月現在、
その感染者数や死者数は今
なお増え続けている1。パンデミック発生直後の市民
の厳しい外出制限（ハンマー）から、経済活動を再開
して元のレベルに徐々に戻し、人々の活動が活発に
なる
（ダンス）
とともに感染症の再流行が起こり、
この
病気の対応の難しさが示されている。そして、現在の
危機に対処するだけでなく、次の危機に備えるため
にも、移動データや医療データ等の個人データを扱
う体系的で国を超えた取組みが不可欠であると我々
は考えている。その際、国際的な信頼を得られないよ
うなシステムでは人々は従わず、結果として公益は損
なわれる。そこで、個人の人権とデータホルダーの合
理性および公益、つまり社会全体のニーズとのバラ
ンスをとろうとするデータガバナンスモデルの構築
が求められる。

ンスモデルには、データの持つ潜在的な価値の創出
に対応できていないものがある。既存のデータガバ
ナンスモデルでは、ほとんどが3つの主要な要素（個
人のデータ主体、
プラットフォーム事業者と呼ばれる
IT企業およびその他のデータホルダー、または公共
にとっての利益）のいずれかの法的利益の保護に偏
ったモデル設計となっている。

我々は、2020年1月に発表したホワイトペーパー 2
において、このデータガバナンスモデルの概念を
Authorized Public Purpose Access APPA）
と名付け
た。重要なのは、国家間、国内で分散化しているデー
タが繋がることで集合的に生み出される価値を実現
することである。
しかし、現状でみられるデータガバナ

本ホワイトペーパーは、APPAの社会実装に向けて、
幅広い社会的合意を通じた公益目的の定義の在り
方とともに、データ所有者の法的利益の保護のバラ
ンスに配慮しつつ、公益目的を達成するためのプロ
セス、さらにそのプロセスの実行性を担保するため
の体系的なアプローチを提案する。

これらの法的利益に配慮するAPPAの実装は、パンデ
ミックを含むヘルスケアデータの公衆衛生のための
活用が適切になされることにかぎらず、例えばSDGs
の実現等に向けたデータガバナンスにおいても重要
な示唆を与えるだろう。
これは、法整備を含めた社会
的合意形成だけでなく、現実の情報利用について判
断を迫られる倫理委員会等の個別審査を担う組織の
判断にあたっても有益なガイダンスになると考える。

APPAコンセプトの実現に向けて

Individual rights

APPA 原則

APPA
判断規準

APPAの理想
の実現
inadequate

adequate

excessive

Interests of
data holders

Public
interest
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1

データ共有・利活用に
おける現状の課題

1.1 同意だけに頼らない個人の権利保護の重要性
–

データ主体にパーソナルデータに関する自己決
定権を与えることは、
プライバシーの保護や自律
にとって重要な要素であり、そのために同意を
取得することはグローバルスタンダードとなって
きている。

–

適切な同意を行うために求められる意思決定能
力は、判断の複雑さやリスクによって変わる。そ
のため、健常な成人においても、十分に判断の
意味を理解することができず、適切な同意がな
し得ないケースも存在する4

–

同意は、自律尊重のための必ずしも本質的な要
素ではなく、パーソナルデータの不当な取扱い
及びそれに起因する不利益を防止するための
手段である、
とする考え方も専門家から提示さ
れている。3

–

同意ベースによるデータ収集と利用では、デー
タ収集に必要な時間やコストがかさみ、収集可
能なデータ量等が縮減されてしまうため、実質
的には実現可能性がないユースケースも存在し
ている。

–

包括的な同意やオプトアウト、さらには一定の場
合には同意無しでのデータ利用もなされている
が、自律尊重の観点以外も含めて人権への配慮
上妥当な運用がなされなければならない。

–

データを収集する度に同意取得が必要となる場
合、多数の同意文書を読み、正しく理解すること
が負担となる「同意疲れ」により不適切な判断に
よる同意を行うこともある。

–

未成年や認知症高齢者など、場合によって十分
な意思決定能力を有しない場合があり、本人の
意思決定能力だけに基づく適切な同意の取得
は困難なケースがある。

–

ナッジを行うことで意思決定のコストを下げるこ
とは期待できるが、データホルダー等、ナッジを
行う主体に対する信頼が前提となる。

これらに鑑みて、個人の同意が万能ではなく、旧来
の通知・同意メカニズムを補充するような実質的な
権利保護のための包括的な仕組みの導入が必要と
考えられる。

1.2 「データホルダー」は敵か
–

プラットフォーム事業者のような強力なデータ
ホルダーの登場により、情報格差・交渉力格差が
生じていることに対しては、
プライバシー保護の
観点や公正競争性担保、精神的な自由等の観点
からも一定の規制が必要である。

–

ス マ ートフォン のプラットフォー ムを 有 する
AppleやGoogleといった事業者やSNS、OSなど
を広範に提供する事業者は、データを「所有」
し
ないかもしれないが、実質的に支配している。新
型コロナウイルス感染症に対する接触確認のた
めのアプリの開発・普及において、
この事実は良
い意味でも大きなインパクトを示した。

–

国による民間への行きすぎたコントロールは、
民主的なデータ活用機会を喪失させ、結果とし
て社会の利益になるような価値実現の機会を喪
失している可能性もある5,6

–

単純にデータホルダーを縛ることは、経済発展
にとってのリスクという面だけでなく、本来期待
された公益の実現に向けた彼らの協力を失うこ
とに繋がるかもしれない。

こうしたことから、データホルダーにとっても納得が
得られるようなデータ利用がなされるよう、柔軟なデ
ータガバナンスの在り方が検討されるべきである。
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1.3 「公益」
に関する捉え方
–

公衆衛生等の「公益」の実現は、国家や国際機関
の重要な目的の一つである。

–

公益を含む適法な目的でのデータ利用について
は、各国のデータ保護法制において特別の規定
が設けられている。たとえば、GDPR6条 71項(d),
(e), (f)や９条２項(g),(h),(i),(j)は「公共の利益」に関
する規律である。日本の個人情報保護法823条1
項 3号, 4号も、一定の類型について公益性が高
い場合に、第三者提供の際の本人の同意を不要
としている。
これらの規律によるデータ活用に関
しては、明文の規定が導入されているものの、現
在の規定は曖昧であるがために実例適用が進ん
でいない実態がある。

–

–

国家的な統制によるデータ活用の強力さはアジ
アの諸国におけるCOVID-19対策においても示
されているが、一方で、過剰な監視や、
「公益」の
名のもとでの不当な権利侵害のリスクが存在す
る。
「公益」を実現するにあたっては、具体的にど
のような「個人の権利」や「企業の権利」が制約さ
れうるのかを明確化すべきである。
現状の運用では、社会全体のみならず各個人
にも利 益 をもたらす 公 益 目 的 で の デ ータ利
活用が過少になっているおそれがある。EUで
はEuropean Data Protection Board (EDPB)か

ら、GDPRがCOVID-19対策の妨げにならないよう
しかし、例えば、COVID-19対策
声明が出された9。
における携帯電話の位置情報の利用に関する姿
勢はEU外を含め、各国でまちまちとなっている。
–

法の支配は原則とすべきであり (SDG target
16.3). 10「災害対策」や公衆衛生等、明確な公益
目的での国家の活動は、通常はデータ保護法制
以外の法律の根拠に基づく活用がなされている。
しかし、ハード・ローの整備は社会的な情勢の変
化に対応できない場合もあり、ハード・ローのみ
には頼れない。現実に適法であろうとも、社会的
非難を受けるデータ利用の事案は生じている。

–

COVID-19のようなパンデミックは、公衆衛生の
ような「公益」が一国だけの問題ではないことを
再確認させた。
「公益」
とは、複数の国、国際機関、
マルチステークホルダーが協力して、取り組むべ
き問題である。

これらのことから、
「公益」を無条件・無制限に企業や
国家によるデータ活用の根拠とはしないような、国
際的かつ実質的なルールと、その運用モデルの提示
が求められる。その際、国家を含めたデータ利用者
の暴走を食い止める 形で、許容されうる公益目的の
明確化をする必要がある。

1.4 新たなデータガバナンスモデルとしてのAPPAの提唱
–

–

–

個人のデータが一定の主体のみに排他的にコン
トロールされることを前提としていた時代とは異
なり、
ときには多数の関係者がコントロールする
個人データを、非競合的に利用することで、新た
な価値が生み出されるようになった。データ活用
をする際には、個人の人権を保障することを前提
としつつ、データが有する社会的価値を顕在化さ
せることを可能とするデータガバナンスモデルを
検討すべきである。
このため世界経済フォーラム第四次産業革命
日本センターでは、Authorized Public Purpose
Access（APPA）
という新たなデータガバナンス
のコンセプトを提案した。APPAとは、
「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。11
2020年1月に発表したホワイトペーパー（以下
APPA WP1）において、既存のデータガバナンス
モデルを、データ主体である個人の人権、データ
ホルダーにとっての合理性、公共の利益の3つの
要素で分析すると、多くの場合、
このいずれかに
偏重しているために十分な社会的価値を生み出
せていないことを明らかにした。APPAはこれらの
3要素を適切にマネージすることにより、新たな

社会的価値を生み出すことを目指すデータガバ
ナンスモデルの一つである。
–

我々は、以下の3点が、ヘルスケアにおけるデータ
ガバナンスの重要課題であり、ヘルスケア以外の
領域にも共通する課題であると考えている。
1. データに関する個人の人権（それは「プライ
バシー権」には限らない）の保障は、
その具体
的内容に即して適切になされるべきであり、
その確保の手段は通知と同意のみではない
ということ。
2. データが「パーソナルデータ」ではない（「匿
名化」
されている）ならば、企業や国家は常に
自由に使えるわけではなく、データの利用に
よる個人や社会への影響を考慮しなければ
ならないこと。
3. 「公益」
とは何かに関する単純明快な回答
はこれまでのところ与えられていないが、具
体的な場面では「公益」に合致するかどうか
は、コンセンサスを得ることができるのでは
ないか。例えば、健康とウェルビーイングを含
むSDGsは、一定の国際的なコンセンサスが
ある目標であり、それらに向けたデータ活用
を進めるべきであること。
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–

そこで、本ホワイトペーパーは、
まずはAPPA概念
をヘルスケア領域に関する公益（生命・身体の保
護、
公衆衛生の確保）
に適用可能なものとすること
で、特に上記3の「公益」目的でのデータ活用に関
する、官民の理解が進むことを目指すものである。

なお、上記1、2に関しては今後のホワイトペーパーで
さらに検討を深める。
APPA WP1では、個人の人権、データホルダーにとっ
ての合理性、公益 に関してそれぞれ考慮すべきこ
との例を示した。
そして、残された課題として、経済的観点から持続可
能なモデルの構築等をあげた。本ホワイトペーパー
は、それら課題の一部に対する現時点での検討状況
を共有するとともに、昨今のCOVID-19等の状況を踏
まえて改めて重要と考えることを示すものである。
APPAの社会実装に向けては、そのガバナンスの仕
組みの検討が求められる。本白書で提案する枠組
みは、世界経済フォーラムが2021年3月に発表した
「Updating Governance Mechanisms for Rebuilding
Trust -Toward Data Free Flow with Trust (DFFT)-」12に
おいて示している
「トラスト・ガバナンス・フレームワ
ーク」
としても説明可能なものとして想定している。本
白書で示すAPPA原則とは、
トラスト・ガバナンス・フ
レームワークにおけるGovernance of Governanceの
ための規範とすべきものとなっている。すなわち、
ここ

図2

個人情報で
はない

で示す原則は、国家やプラットフォーム事業者等によ
るAPPAに基づいたルール策定のためのガイドや、
第三者機関やデータ主体である各個人から、データ
を扱う企業や国家等への監視を行い、異議申し立て
を行うための指針として、活用されていくべきものと
考える。そのため、先行して認められている関連領域
の原理・原則に抵触していないことやこれまでの関連
の議論との連続性を確認し、
これまでの原理・原則の
組み合わせだけでは明らかにできなかった評価規準
として提示する。
次に、我々が提案するAPPA適用規準は、パーソナル
データの法令やガイドライン及びAPPAの定義に基
づき、APPA WP1でも触れたデータ活用事例への実
装を想定し、導き出したものである。すなわち、
トラス
ト・ガバナンス・フレームワークにおける、実際のデー
タ活用におけるTrustworthinessを担保するためのも
のである。
また、医学研究や先端医療においては、倫理審査委
員会という第三者機関を用いたガバナンスが従来な
されているが、近年、
データ利用に関する課題が出て
きている。今回提示するAPPA判断基準は、
こうした倫
理審査委員会の悩みに対して、一定のヒントを与える
ために作成するものでもある。
APPAに基づくデータ利活用は、下記のようなフロー
によりガバナンスされると想定している。

APPAコンセプトの実現に向けて

適切な同意
がある

NO

YES

NO

APPAのホワイト
リストにあたる
（法令 含む）

NO

APPAの基準に
適合する

YES

YES

（倫理審査委員会/個人情報保護委員
会等の）適切な第三者による審査

NO

NG

YES

OK

「個人情報ではない」のか「適切な同意がある」のか
ということに関しては別の課題が残されているが、本
ホワイトペーパーの力点は、
以下の点にある。
–

APPAのホワイトリストに当たるデータ利用とは
どのようなものであるべきか。

–

APPAとして適正と評価する基準は何であるか。
の判断をするための原則・評価基準を示すこと
で、
まずは、
データを利用したい企業や研究者等
が自らの利用方法が妥当であると判断するため
の基準となることである。
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APPA原則

2

APPA WP1では、生命倫理の4原則（自律尊重、無
危害、善行、正義）やヘルシンキ宣言 13・台北宣言 14
等の医学・ヘルスケア領域における原則に基づい
て、APPAの提唱を行った。また、APPAの概念が、ゲ
ノム情報共有、がん登録等のヘルスケア領域の他、
災害対策等の一定の領域で現に運用されているこ
とに関しても触れた。
本白書では、ヘルスケア領域に限らず、広くパーソナ
ルデータに関する主な国際法令・ガイダンス等 の原
則を参照し、APPA概念の最も根幹となる原則を再
整理し、APPA概念実装の際に留意すべき点を適用
規準・判断規準として整備した。
原則の内容の妥当性に関しては、複数の事例に基
づいたチェックを行っているが 16,17,18、後述するよう
に、事例の蓄積により継続的な検討を行うことを強
く望む。

図3

1. 真の公益の達成：世上で言われる
「公益」の全て
を含むものではない。期待される利益の明確な
定義を前提に、個別の事案に即した必要性を踏
まえ、実現可能性の検証や利益・不利益の検討
による実施の妥当性を満たし、さらに、他の事例
への拡張を意識した実施の公共性の担保によっ
て新たに生み出される社会価値の共通認識を
得られるものが真の公益である。
2. 目的達成手段の合理性：公益目的の達成に向け
た要求事項であり、データガバナンスの社会の
信頼醸成の基盤となる。
3. 社会的合意：社会的合意のプロセス要件を定義
し、民主的手続きを担保することで、公益の納得
性の醸成や正統性を確保し、データの責任ある
運用を保障する。

また、
トラスト・ガバナンス・フレームワークとしては、
この原則のTrustworthinessを担保するような、
トラス
トアンカーの設定、そのためのマルチステークホル
ダーの取り組みが重要であることを強調する。

これらの原則それぞれについて、下図のようにさら
に具体的な着目点を定めた。上記３大原則は、公益
目的と目されるデータ活用の際に、1. 真の公益の達
成 → 2. 目的達成手段の合理性 → 3. 社会的合意 の
順に該当如何を確認する。

我々が提示するAPPAに関する3大原則は以下の通
りである。

これらの 原 則 の すべてに妥 当しな いデータ活 用
は、APPAとして許容されない。

APPA原則

真の公益の達成

目的達成手段の合理性

社会的合意

– 公益目的の明確化

– 目的実現に見合った手段検討

– 公益目的の必要性

– 透明性

– データ主体の個人からみた、実現す
る利益と不利益のバランス

– 公益目的の妥当性

– アカウンタビリティ

– 実施の公共性

– 適性な運用

– データホルダーからみた、実現する
利益と不利益のバランス
– 社会的合意に向けたイニシアティブ
・制度設計
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2.1 真の公益の達成
APPAの「Public Purpose」に関するものである。
「公
益」
とは何であるか。個人の個別の利益とは別に、企
業（法人）の利益があるように、国家や公的な機関の
利益が「公益」なのであろうか。人類全体や地球環境
の利益を独立した公益と考えるべきであろうか。そ
れとも、やはり人間中心に、各個人の多様な利益が
最大化されたり、不利益が最小化されることを「公
益」
とすべきであろうか。
現状よく示されている「公益」目的の例としては、医
学医療の発展や公衆衛生の向上のようなヘルスケ
ア領域のものや災害対策、飢餓対策、貧困対策のよ
うな、いわゆる「SDGs」の達成に含まれるものが代
表である。
APPA WP1では、
「公益」に関しては、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と述べた。
「公益」によっては、一部のデータ主体の反対が予
想されるような場合もある。例えば、
日本の個人情報
保護法23条1項2号 19 において「生命に関する利益
の保護」のための規定があり、
ときにパターナリステ
ィックに、一定の保護すべきと想定された権利・利

益を確保するために、本人の意志に反してでもデー
タが用いられることが許容されている。本ホワイト
ペーパーにおける
「公益目的」はこうした内容も対象
と考える。
また、
「学術研究」や「教育」の目的は、従来
必ずしも
「公益」
として議論されてはあらず、
APPAの対
象となる目的の範疇となるべき場合があると考える。
「公 益」はデータホ ルダーの 不 利 益であることも
ある。例えば、企 業 の 利 益を守る特 許 制 度 が、一
部の国における治療へのアクセスを妨げうること
は、AIDSだけでなく、COVID-19のワクチンにおいて
も重大な課題となっている。
そこで、データ主体やデータホルダーにとっての予
測可能性を高め、国家の拡大解釈による人権侵害の
リスクを防ぐためにも、データの性質・利用目的・活
用範囲を詳細に明確にし、データ活用の適用除外規
準の具体化・明確化が検討されるべきであろう。
どこまで目的を明確化し、営利目的や軍事目的とい
った別の目的が同時に想定される場合の扱いをど
のようにするべきか、
といった真の「公益」の設定の
困難さに対して向き合うためにも、以下の項目の各
要素につき真摯に検討すべきである。

公益目的の明確化
プライバシー原則の起点とも言えるOECD8原則20に
おける「目的明確化の原則」21は、無制限のデータ収
集・共有・利用を防ぎ、データ利用の社会的受容性を
高めるために、遵守されるべき原則である。OECD8
原則の具体化は、各国で個人情報保護法として国
内法という形で結実し、EUの一般データ保護規則
（GDPR）のような複数国を対象とするルールにも
その精神が引き継がれている。
ヘルスケア領域においては、
「 包括的同意」におけ
る利用目的の明確化に関して関連する議論がなさ
れてきた。
「医学医療の発展」のような広範な目的に
対する同意は、本人の意思に即している場合もある

一方で、本人が想定しなかったような利活用がなさ
れる場合もある。その時点においてできる限り目的
の明確化をし、都度意思を確認する手法（Dynamic
Consent）
も提案されているが、
コストが掛かり、同意
疲れにも繋がるという問題は依然として存在する。
APPAは、
こうした同意取得に向けた努力に対する裏
道を提示するのではなく、目的の明確化に関しては
同様の努力を払いながら、一定の「Authorize」
された
目的に限って、特定時点における全員の意思を確認
せずとも、実質的な権利保護の枠組みが適用される
ことを前提に、活用することを目指すものである。

公益目的の必要性
公益目的の必要性とは、データ利活用を行う者にお
いてその公益の達成が真に必要なことかを問うも
のである。明確化された公益目的の範囲であるとし
ても、当該データ利活用が、
「今回」本当に必要なも

のかを検討することが必要である。
これは、GDPRや
日本の個人情報保護法等のパーソナルデータに関
する法制度の他、他の法的根拠がある場合にも、通
常条文上求められていることである。

公益目的の妥当性
はっきりとした公益目的があり、今回その目的の達
成が必要であるとして、それは妥当な内容であるの
か。APPAにおける
「公的目的」に関しては、社会的合
意の原則が満たされていることが必須である。多様
な価値観を有する多様な人間・集団が存在しており、

それぞれの人間・集団が相互に関係することで「社
会」が形成されており、不利益を被る危険がある当事
者と真摯に向き合うことによって初めて「公益」
とし
て適切と呼ぶべきである。
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そのため、公益達成による社会価値が定性的・定量的
にどのように想定されるか、
その達成のためにどのよう
なデータ利活用の社会的コストや、
どのような当事者
の個別の権利への制約があるか、
生み出される価値が
それらを十分に上回るかを検討することが求められる。

この妥当性と前項の必要性は、データ利用者にとっ
ては特に自己正当化しやすいものである。客観的な
妥当性を担保するためには、外部からの批判が可能
なように常にしておくことが求められる。

実施の公共性
一つの事例だけでなく、社会インフラ化を進めるた
め、
より迅速かつ安全に、社会全体の発展に資するよ
う拡張性を担保した形でデータが利活用できるよう
なシステム間の標準化・相互接続性が合理的に達成
されることが望まれる。
また、データのオープン化や
データを利用した結果の公開を含めた公共財化の
検討を行うことが求められる。
これは、個別の実施の

みでなく、その成果が広く還元されることを期待する
ものであり、
プライバシーの保護を行いつつ、社会的
に許容できる範囲での情報利用を進めるものであ
る。なお、実施の公共性の要求は、APPAとしてのデ
ータ利用に関する考量プロセスのオープン化とルー
ルの見直しにも及ぶ。

2.2 目的達成手段の合理性
APPAの「Access」に関するものである。データは有
体物ではなく、複製可能であり、容易に拡散しうる。
オープンデータ化（内容により、匿名化処理が行われ
たデータについてのものである）をして拡散可能性
を高めることは、公益性を担保するための重要な手
段である。一方で、特定の関係者に限定してアクセス

権を付与することは、同意によらない、匿名化されて
いない個人データの利用において、個人の権利に配
慮するための重要な手法である。社会の信頼醸成の
基盤として、手段が妥当で合理的なものであるかを
示し、適切にデータ活用がなされる必要がある。

目的実現に見合った手段検討
社会的合意を得たデータ利用といっても、
その目的達
成に不必要な利用は制限されるべきである。
このた
め、データ利用者は利用目的と照らし合わせ、その達
成に向け実現に見合った利用とすべく、例えば、デー
タの最小化や、秘密計算の利用、
データそのものを提

供するのではなく適切な手段でデータにアクセスす
ることを許可するという手法の採用など、
データ加工・
分析に使用するシステム、技術評価、利用者要件など
の達成手段の合理的な評価を実施する必要がある。

透明性
データ収集・共有・加工・活用の各段階において、明確
化がなされた目的に沿った活用を行うことを明文化
すること、
さらに合理的な評価に必要なデータ活用内
容についても公開すべきである。データ主体が適切

なモニタリングを実施できるよう、
アクセス権が保持
され、異議を申し立てる権利を有する。深層学習によ
るAIを用いる場合のように、詳細には説明困難な場合
もアルゴリズムの判断根拠を可能な限り示す。

アカウンタビリティ
データ活用にあたっては、
プライバシー保護が十分に
なされる必要があるとともに、適正な方法による取得
がなされる等、データ収集・加工・活用者は法令順守
し、
プライバシー保護の措置を行っていることを明確

にし、ⅱの透明性と合わせて、データ利用に際しての
責任の所在を明確にする必要がある。
さらに、データ
侵害等が生じた際には法令等に基づき速やかに対応
しなければならない。

適正な運用
上記の適正な実施がなされるとともに、漏洩リスク評
価、技術のセキュリティ評価、実際にデータの加工を
行う者・利用する者の要件や、加工、利用に当たって

の技術的要件、制限の設定などのセキュリティ対策も
行われなければならない。
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2.3 社会的合意
APPAの
「Authorized」
に関するものである。
「Authorize」
されていることは、
データ利用の手続き的な正統性を
示すために不可欠なものである。
これは、立憲主義国
家においては、
一定の形式的なルールが定められるだ
けではなく、憲法秩序に整合した取り扱いがなされて
いるということを含意する。
ヘルスケア領域においては、米国国立衛生研究所
（NIH）のEmanuelらが定めた具体的な倫理要件 22
として、Collaborative Partnership（コミュニティ
（社
会・地域）
との協調）が求められている。APPAで想定
するデータ活用においても、ステークホルダー間が
公益目的を良く理解し、互いを尊重し、互いにベネフ
ィットを受けられる必要があり、あるいは不利益を被
る主体が存在する場合にもその理解を最大限得るよ
うな、合意プロセスの原則の明確化が重要となる。熟
議(deliberation)に期待しつつも、その基礎となる理
性の発揮が困難であることを認識し、一方で、理性を
過信しない、生命の保護のためにはときには一定の
パターナリズムも許容するという、困難な道を歩むこ
ととなるであろう。
APPA WP1で定めた3つの主要な要素が対立した場
合のバランスは大いなる難題である。我々は、個別の
権利内容要素間の調整の仕方を示すのではなく、3要
素のいずれもが致命的に欠けないような利用のみを
許容すべきと考える。すなわち、３要素の全てが定量
的に評価しそれらが同等に担保されていなければな
らないということを主張するものではない。

データ主体の個人からみた、実現する利益と不利益
のバランス
APPAとして適切な社会的合意がなされなければな
らない。
このため、データ主体たる個人に対して、
リ
スク評価とともに、
どのような利益がデータ利活用に
よって生まれるかを明確化し、不利益の最小化を図
るための議論を尽くす必要がある。
また、データ主体
の異議申立て等の権利を認めているかも考慮する。
データホルダーからみた、利益と不利益（合理性）
データホルダーがデータ活用事業への参加を合理的
とみなす場合として、
その事業そのものでは直接的な
利益は得られないとしても、公益目的での新たなチャ
レンジをすることでイノベーションのノウハウが組織
内に蓄積する、
社会的レピュテーションが得られる、
等
があるだろう。
しかし、
データ利活用について市民の納
得を得られない場合には、逆にデータ活用への躊躇
を招くことから、
こうしたリスクをいかに緩和するか、
一方で新たな金銭的価値が社会で生まれる場合に必
要なサービス提供も含めてプロフィットシェアをする
仕組みなどについても検討する必要がある。
社会的合意に向けたイニシアティブ・制度設計
上記の検討に加え実際の社会的合意に向けたプロ
セスでは、
ステークホルダーを特定し、議論のイニシ
アティブを取り、
ステークホルダー間の利害調整を行
うアクターが重要となる。
さらには、
コミュニティレベ
ルでの柔軟な社会的合意を行いつつ、
それが一定の
法的効力を持ち、データ流通が可能となるようなア
ジャイルな制度設計が必要となる（後述の内容もご
参考のこと）。
「社会的合意」の内容の妥当性は、歴史
的評価を受けることにも留意しなければならない。

Resetting Data Governance: Authorized Public Purpose Access and Society: Criteria for Implementation of APPA Principles

10

3

APPA適用規準 assessment
and questionnaires
A P PA 原則に基づき、プライバシー保護に関する
OECD基本８原則、NIHの臨床研究における倫理要
件、EUデータ保護委員会のデータ保護影響評価23、等
を参照し、
APPA適用規準を設定した。
この適用基準は、将来的には「第三者機関」における
審査基準や国際ルール化に期待するものであり、個
別のデータ活用におけるTrustworthinessを担保する
ための、Governanceのための基準を示すものであ
る。運用上は、
まずは各データ活用者の自己判断に使
用することを想定している。そのため、現時点で実際
にヘルスケア領域において
「公益」
目的での活用がな
されている事例や、議論が存在する事例を念頭に各
項目の精査を行った。

トラスト・ガバナンス・フレームワークの信頼再構築
のメカニズム24に即して説明すると以下のようになる:
APPA適用基準とは、APPAに基づいたデータ利用を
行いたいYが行うデータ活用Zが、データ主体である
個人X1および、
データホルダーX2から信頼されること
を目指すものであり、そのための信頼性を確保する
ために必要な内容を示すものである。
目的Vに関する
ルールを示すのがA）
真の公益の達成に関する各項目
であり、
行為Zの評価を行うものがB) 目的達成手段の
合理性に関する各項目である。
C) 社会的合意に関す
る項目は、エビデンスPに関して評価するものである
とともに、全体として信頼性が担保されるようなデザ
インとなっているか（トラストワージネス・バイ・デザイ
ン）
を評価することを目的とした項目である。

APPA3大原則

小項目

判断規準

真の公益の達成

公益目的の明確化

実現できる公益の内容は具体的にどのよう
なものか。

真の公益の達成

公益目的の必要性

具体的な「今回の」事案において、その公益の達成
にあたり、データの利用が真に必要なことか。

真の公益の達成

公益目的の妥当性

(a) 具体的な事案において制度的、および技術的
観点、及び時間・予算などのリソース制約等の観点
から、実現可能と判断できるか。ほかの実現方法よ
り妥当か。

真の公益の達成

公益目的の妥当性

(b) 明確化された公益目的は関係当事者に対して
明確に示されており、事後的検証が可能となってい
るなど、集団の合意（全員の一致は要しない）
を経
た内容と言えるかどうか。

真の公益の達成

実施の公共性

(a) 社会インフラ化を進めるため、
より迅速かつ安
全に、社会全体の発展に資するよう拡張性を担保
した形でデータが利活用できるようなシステム間
の標準化・相互接続性が合理的に達成されるか。

真の公益の達成

実施の公共性

(b) APPAとしての実施検討・社会的合意形成過程
が事例として広く共有されているか。

真の公益の達成

実施の公共性

(c) データのオープン化や移転可能性の確保、結
果の公開等、公共財化が検討されているか（努力
義務）。
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目的達成手段の
合理性

目的実現に見合った
手段検討

データ利用者が利用目的と照らし合わせ、その達
成に向け実現に見合った利用とすべく、データ加
工・分析に使用するシステムが適切に点検されて
いるか。技術評価、利用者要件などの達成手段の
合理的な評価を実施しているか。

目的達成手段の
合理性

透明性

(a) データ収集・共有・加工・活用の各段階におい
て、明確化がなされた目的に沿った活用を行うこ
とが明文化され、
さらに合理的な評価に必要なデ
ータ活用内容についても公開されているか。

目的達成手段の
合理性

透明性

(b) データ主体が自身のデータがどのように伝達され、
活用されているか、
データの流通過程をモニタリング
し、
アクセス、
異議申立をする権利を有しているか。

目的達成手段の
合理性

アカウンタビリティ

(a) データ活用にあたって、
プライバシー保護が十
分になされ、適正な方法による取得がなされる等、
データ収集・加工・活用者は法令順守していること
を明確にし、透明性と合わせて、データ利用に際し
ての責任の所在を明確にしているか。

目的達成手段の
合理性

アカウンタビリティ

(b) データ侵害等が生じた際には、法令等に基づ
き速やかに対応する体制を整えているか。

目的達成手段の
合理性

適正な運用

漏洩リスク評価、技術のセキュリティ評価、実際に
データの加工を行う者・利用する者の要件や、加
工、利用に当たっての技術的要件、制限の設定な
どのセキュリティ対策が行われているか。

社会的合意

データ主体の個人から
みた、実現する利益受と
不利益のバランス

データ主体たる個人に対して、
リスク評価
（誰のどの
ような権利が侵害される恐れがあるか）
とともに、
ど
のような利益
（公益）
がデータ利活用によって生まれ
るかを明確化し、
不利益の最小化を図るための議論
が尽くされ、
個人の異議権等も考慮されているか。

社会的合意

データホルダーからみ
た、受益と不利益

(a) データホルダーの優越的地位の濫用となって
いないか（個人とDHとの交渉力の差が考慮されて
いるか）
データホルダーが個人の利益を搾取することなく、
利益を還元する等の配慮がなされているか。

社会的合意

データホルダーからみ
た、受益と不利益

(b) データホルダーが得られる受益はあるか。デー
タホルダーへの負担と公益とのバランスは取れて
いるか。データホルダーから事業全体に対する納
得感、同意は得られたか。

社会的合意

社会的合意に向けたイ
ニシアティブ・制度設計

(a) ステークホルダーを特定し、議論のイニシアテ
ィブを取り、
ステークホルダー間の利害調整を行う
アクターが機能しているか。

社会的合意

社会的合意に向けたイ
ニシアティブ・制度設計

(b) 社会的合意が一定の法的効力を持っているか。
あるいは、納得が得られるデータ流通が可能となる
ような適切かつ適時に見直せるデータ利用の適切
なガバナンス設計がなされているか。

社会的合意

社会的合意に向けたイ
ニシアティブ・制度設計

(c) 上記の各項目への適合性や、APPAフレームワー
クを採用する組織に対して、第三者委員会の設置等
も含め、常に批判的な検討が可能となっているか。
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APPAガバナンス
実装メソッド

4

4.1 誰がAPPA適用基準を用いるのか
個人・企業・政府の法的利益をバランスさせるガバナ
ンスモデルとしてのAPPAでは、実装の推進役が具体
化のカギとなる。APPAに適合する特定のモデルをあ
らゆる目的に適用させるべきではない。APPAの実現
に向けては、適切な粒度で特定した公益目的（災害
対策、パンデミックなど）に応じてガバナンスモデル
を組み合わせたほうが良い場合もある。
Sustainable Development Goals (SDGs) のように、
国連が主導して、国際的な共通目標を作ることもあ
る。The International Organization for Standardization
(ISO)やthe Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE)のような国際的な標準化をAPPA
に関して行うことにも意義は大きい。

図4

「After4IRでは、複数の層で異なる主体によるガバ
ナンスが実行される。
これらの複数のガバナンスが
互いに有機的に作用し、社会全体におけるトラスト
を構築に寄与するためには、相互の調整、連携が欠
かせない。」11
APPAの実装において、ハード・ローのみによるガバ
ナンスや、第三者機関に丸投げするということでは
なく、マルチステークホルダーにより、相互の調整・
連携を行う仕組みが求められる。
APPAにおけるデータフローおよびガバナンスアーキ
テクチャとしては、下図を想定している。

APPA ガバナンスストラクチャー

審査
（法律に基づく）

データホルダー

Authorized public
purpose

データの流れ

本人

Authorized public
purpose

認可された適切な第三者機関

アクセス権
データコモンズ / 分散型
データベース

データ利用者
サービス提供とリワード

公共
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同じデータであっても、
データ主体から提供される場
合もあるし、データホルダーから提供を受けてデー
タの利用する場合もある。また、データユーザーが、
第三者である場合だけでなく、データホルダーとな
る場合もある。自身ではデータは保有しないがデー
タにアクセスしてデータ解析やAI学習を行うことに
よって価値を創出する”data processor”が存在する
場合もある。

医学研究の現状の運用と同様に、上述のAPPA原則、
判断基準を用いてAPPAに基づくデータ活用を監査
する第三者機関の設置を我々は提案する。但し、
この
第三者機関に単純に依存して社会的な監視を怠ると
いうことではなく、各個人、データホルダー、データ利
用者、国家も含めたすべてのステークホルダーが緊
張関係を持って、歴史的な検証も含めて行えるよう
な枠組みとしなければならない。

4.2 第三者機関の考え方
理想的なデータガバナンス体制は、データ活用によ
り実現する価値、公益のスケールに依存する。 また、
ある種の「公益」においては、既存のスキームをベー
スに実装するのが実装に向けては現実的である。
そのため、第三者機関の在り方として、大きく分けて
以下の３パターンを示す。
1. ガ
 イドライン、
アライアンス等に基づく国際機関に
よるガバナンス
パンデミックを抑え込むための各国連携におけ
るデータ流通の場合は、国連やWHO等の国際機
関がその目的に即して、国際的なデータの利用
基盤構築や標準化に加えて、第三者機関としてレ
ビューする役割を担うべきである。公益の達成、
社会の受益だけでなく、個人の権利を保証し、
デ
ータ活用に重要な役割を果たすデータホルダー
が積極的に参加できるよう、分散型の情報流通
基盤もしくはアクセス先となるData Commonsと
いった、囲い込みがなされないデータ活用の場
ゲノム分野でGA4GHが
が必要である25。例えば、
リードしている、国際的アライアンスにより“Data
Visiting”を推進するような国境を越えたデータア
クセスの形も考えられる。
2. 立法に基づく
（国家）機関によるガバナンス

ベースの整備と二次利用は、
フィンランド等の北
欧の他、
タイ、
日本等のアジアの諸国でも進めら
れつつある。
こういったデータ利用は、APPA原則
に即しているのであれば、APPAとして許容されう
る。ただし、国家へのガバナンスとして、
プライバ
シーコミッショナーのような「国家」
とは独立した
第三者の関与し、一定の権限に基づいて介入で
きることが望ましい。
3. テ
 クノロジーの発展に迅速に対応しうるアジャイ
ルガバナンス
国や国際機関の他、技術革新のスピードが速い
領域においては、従来、民間・業界による自主基
準が実質的なガバナンスとして機能してきた。近
年は、技術革新と合わせて、規制もより柔軟に整
備されるべきというニーズの下、
自主基準に対し
て一定の法的な規制根拠を与えるような共同規
制や、規制に関連した課題をテクノロジーを利用
して
（例えば自動化した規制を実施するなどで）
解決するRegTechという取り組みが発展しつつあ
る。民間事業者が活用可能なテクノロジーを踏ま
え、
より効率的に規制を遵守しつつ、規制当局とし
てもマーケットをより効率的にモニタリングでき
るような規制体系や組織体制を作っていく、
とい
う試みである。
また、
アーキテクチャ自体がバイ・
デザインで適切なガバナンスを行えるような取り
組みも重要であり、
ガバナンスを単独主体でなく、
マルチステークホルダーで行っていくためには、
ステークホルダー間での合意形成が重要ポイン
トとなる。29

国家単位でのガバナンスの原則は立法に基づ
く。例えば、以前SARSによる死者が出た韓国にお
いては、公衆衛生の緊急事態に対処するために
フィン
2015年に法改正した 26。他の事例としては、
ランドの「健康・社会福祉データの2次利用に関す 「公益目的」に応じてこれらのメソッドを適切に組み
合わせるべきであるが、適切な権限を第三者機関に
る法律」27がある。学術研究・統計目的に加え、企
業の研究開発・イノベーション活動の目的での匿
与えなければ実効性は担保されない。第三者機関へ
名化したヘルスケアデータの二次利用に関して、 の権限付与は、国家とは別の隷属先を作ることとなる
国立保健福祉研究所（THL）の下に新設されたデ
のではいけない。
また、個別事例に即した審査の実施
ータ利用認可機関 “FINDATA” 28,が、利用目的の
は、第三者機関への過大な負荷ともなりかねないの
審査や認可を担う。昨今ヘルスケア分野では医療
で、
負荷の軽減のために、可能な限り自動化した判断
安全や医療の質の向上に対するニーズが増大し
を行うこともあるだろう。その場合、不利益が生じた
ており、健康・社会福祉データの2次利用に関する
当事者からの異議申し立てを可能とする必要がある。
需要が高まっている。そのため国家的なデータ
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4.3 「医学研究」の倫理審査とAPPA(APPA
適用規準をどう使うか)
ヘルスケアにおけるガバナンスは、WHO等の国際
機関や国家によるものの比重が大きい。生命・身体
の保護という
「公益」を実現することは、
こうした公的
な機関の中心的なミッションの一つであるが、
これ
ら機関を手放しで信頼していいわけではないことは
COVID-19の混乱においても示唆されるところである。

例えば、ある企業が、人々にワクチン接種を促したい
として、
「ナッジ」を行うことによる人々の行動変容を
評価する研究の提案がなされたとする。
ワクチンの安
全性や有効性が他で学術的に担保されているとする
ならば、
ワクチン接種を促すことには一定の公益はあ
りそうである。
しかし、ワクチン接種全般に反対する
市民も存在しており、副反応もないわけでない。その
ヘルスケアにおけるガバナンスは、WHO等の国際
ような場合に、本当にこの「活動」ないし研究を行って
機関や国家によるものの比重が大きい。生命・身体
いいのだろうか。APPAの判断枠組みは、
この活動の
の保護という
「公益」を実現することは、
こうした公的
悩み全てに答えるものではない。ワクチン接種の効
な機関の中心的なミッションの一つであるが、
これ
果を含め、別途検証を要する部分もある。我々が提示
ら機関を手放しで信頼していいわけではないことは
するのは、
「ナッジ」の効果や妥当性を評価し、今後の
COVID-19の混乱においても示唆されるところである。 ワクチン行政等に役立てるために（どのような公益目
的か）、人々の行動がどのように変わったのかという
近時の倫理審査委員会を用いたスキームに関する課
データを活用する際に（どのようなデータ利用か）
、
ど
題としては、
以下のような事象が指摘されつつある。
のようなデータ活用が可能であるか、そのためには
どのようなプロセスを経る必要があるか（社会的な合
– 「倫理」に関する審査としてどのような基準で何
意はあるのか）
、
という判断を行うための基準である。
を審査すべきかが不明瞭である。特に「データ」
の取扱いに関する審査を行うためのフレームワ
従来の倫理審査においては、
ともすれば、参加する人
ークや、知識・経験を有する人材が足りていない
間全員に説明をして同意を取るということをしさえす
ればいいとか、扱うデータが「匿名化」されていれば
– 審査の対象となる
「医学研究」や「医療」の範囲
いいといいうような、一定の手法に依存する判断が
が広がるとともにビジネスに踏み込んだ判断が
なされていた。一方で、我々は、真の公益があるのか
求められる
を確認し、
その目的達成手段が合理的であり、社会的
な合意があることなのか、
ということを考えることによ
– 個人の権利を保証するための「同意」
もしくは「イ って、
よりデータ利用の実態に踏み込んだ判断が可
ンフォームド・コンセント」のありかたに関するコ
能となることに期待する。
ンセンサスが存在しない（包括的な同意はどこ
まで許容されるか。オプトアウトが許される条件
上のワクチン接種へのナッジの例の場合は、個別に
はなにか。）
事前の「同意」を取ることが、ナッジの効果を客観的
な判断するための阻害要因になってしまうかもしれ
– 倫理審査委員会に対する信頼の担保がなされて
ない。そのため、社会的合意を得た上で、事後的にデ
いない（トラストアンカーとして機能するとは限
ータを後ろ向きに分析することなら許容されるかも
らない。
どこの倫理審査委員会で承認を得れば
しれない。
また、完全な匿名化をしてしまうと、行政に
十分なのか）
おいて、
より精細なワクチン給付を行うためには役に
立たないかもしれない。そこで、そのようなデータ利
今回提示したAPPA判断基準は、
こうした倫理審査委
用を念頭に、匿名化しない形での分析をするために、
員会の悩みに対して、一定のヒントを与えるだけにと どのような条件が求められるか、
といったことにも一
どまらず、倫理審査の対象とならない「活動」に関して
定の基準を示すものとなるであろう。
も、
「真の公益」に資するような活動が適切に行われ
るためのガイドとなることにも期待している。
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4.4 今後の展開
本APPA判断基準は、個別の判断の枠組みを超えて、
様々なデータベースが医学・ヘルスケア関連で整備
される中で、
どのように設計すればいいのかに関す
る示唆を与えるものになるだろう。現在、世界中で学
会を含めた官民でのデータベース作成・利用がされ
ており、
こうしたデータベースが感染症対策におい
ても役に立つことは明らかになってきているが、デ
ータベース構築、利用のためのルール整備はまだ途
上にある。
例えば、目的外の利用の制限や各利用に際してのデ
ータ最小化、透明性の担保等を前提とするなど、社会
的合意があり一定の配慮がなされたデータ利用に限
定するなら、分散化されたデータを紐付け可能にす
ること自体には同意は要さないかもしれない。最初
に包括的な同意を取得した場合に、データ利用に際
してはその同意の範囲内ということだけで許容する
のではなく、APPAの各項目を確認することで利用可
能と考えるといったことも可能になるだろう。

図5

日本においては、同意によらないヘルスケアデータの
二次利用に関して、がんに関する情報、診療報酬や高
齢者ケアに関する情報等いくつかの領域において、
法
律に基づいたルールが整備されつつある。例えば、相
当な公益性がある場合の、
匿名化したヘルスケアデー
タの利用に関する立法がなされ 、
匿名化されていな
い個人情報の公衆衛生等の例外による同意無しでの
第三者提供に関するガイドラインが検討されている。
このような展開を見据えて、下図に示すように、本ペ
ーパーで整理したAPPA原則、APPA判断規準を用い
て、実際のデータ活用の際にどのように判断したかと
いう事例を蓄積し、オープンにしていくことが重要だ
と考える。各ステークホルダーと経験を共有すること
で、APPAの3要素；個人の人権、データホルダーにと
っての合理性、公共の利益のバランス が保たれてい
るかを経時的にチェックする必要がある。すなわち、
原則、判断規準、
データ活用、
チェック を回し続け、社
会においてAPPAが認知され、
より適切に運用されて
いくことが望ましい。

APPA 概念の社会実装

原則

判断規準

– APPA 3大原則

‒ 判断規準項目

チェック

公益目的でのデータ活用

– 3要素のバランス

– 事例の蓄積・共有
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Conclusion
APPA WP1で提唱したAuthorized Public Purpose
Access (APPA)の概念を、まずはヘルスケアの領域
において社会実装するため、本報告では「APPA原
則」、判断規準、ガバナンスメソッドを提示した。

ントの拡がりとともに、データを公共の目的で利用す
る潮流はみられていた。一方で、
データに対する囲い
込み（データローカライゼーション）や不都合なデー
タの隠蔽・改ざんへの誘惑も大きい。

COVID-19対策では様々な対策が官民でなされた。
国家による強力なデータ活用が行われた場合もあ
れば、
プラットフォーマー事業者がこれまでのノウハ
ウを生かして各国政府と連携し、パンデミック拡散抑
止のための技術開発を行い、民間におけるデータ活
用基盤の重要性が再確認されたという事例もある 32
。一方で、人権尊重、
プライバシー保護を懸念し、慎重
なデータ活用にとどまった国々も多い。

COVID-19パンデミックのような全世界的危機は今
後も起こりうることであり33,国際的に信頼されるデー
タの利用基盤構築や国際的なルール化が求められ
ている。Data Commonsや分散型のデータ基盤のよ
うな仕組みを利用するにあたっては、個人の人権へ
の配慮は不可欠であり、形式的な同意に逃げるので
はなく、実体的に個人の人権を保障できなくては、信
頼は生まれない。

APPAは、4IR後の新たなガバナンスの枠組みを前提
とすることで、
プライバシーの権利をはじめとする個
人の人権への配慮を行うものである。COVID-19に関
する
「合意がなされた特定の公的な目的」は、例えば、
「一人一人のいのちを守るために必要なデータを、
市民を守る義務を有する行政機関が主体となり、市
民行動制限の設定・解除の方針を示すために使う」
となる。それは許容されるだろうか。

COVID-19パンデミックは2021年4月現在、完全終
結への道のり、ゴールはまだ見えていないが、改め
てデータを公益に役立てる必要性とともに、今回の
危機を契機とした技術革新という希望もみえている。
刻々と状況が変化する中で、本ペーパーで提示した
APPA原則、判断基準、ガバナンスメソッドがまずは
ヘルスケア領域において社会実装され、さらに今後
より多様な対象領域に広げていくことで、人類共通
の財産を築いていけるよう、ステークホルダーに働
きかけていきたい。COVID-19対策のためのデータ
活用は大きな期待と不安に満ちたものであり、本ホ
ワイトペーパーが国際的なルール化の参考になれ
ば幸いである。

その判断には、マルチステークホルダーの関与が不
可欠であり、国際機関等の公的な組織の果たすべき
役割も大きい。WHO等の国際機関は、各国の判断を
尊重しながらリーダーシップを発揮することが求めら
れている。2010年代の世界各国でのオープンガバメ
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Law guidelines
Law/Guideline

Organization

Category

OECD Privacy
Principles

OECD

International organization

http://www.oecdprivacy.org/

APEC Privacy
Framework

APEC

International organization

https://www.apec.org/
Publications/2017/08/APECPrivacy-Framework-(2015)

8 Ethical
Requirements

Ethically Aligned
Design

Act on the
Protection
of Personal
Information

Reference

Emanuel, NIH

Academic Society

The Journal of Infectious Diseases,
Volume 189, Issue 5, 1 March
2004, Pages 930 – 937,
https://doi.org/10.1086/381709
https://www.bioethics.nih.gov/
slides/10-29-03-Emmanuel.pdf

IEEE

Academic Society

https://standards.ieee.org/content/
dam/ieee-standards/standards/
web/documents/other/ead1e.pdf

Japan

Governance

http://www.
japaneselawtranslation.go.jp/law/
detail/?id=2781&vm=04&re=01

General Data
Protection
Regulation (GDPR)

European
Commission

Governance

https://gdpr-info.eu/

California
Consumer Privacy
Act (CCPA)

California,
United States

Governance

https://ccpa-info.com/wp-content/
uploads/2019/08/bclp-practicalguide-to-the-ccpa-august-2019.pdf

United Kingdom

Academic Society

https://www.legislation.gov.uk/
ukpga/2018/12/contents/enacted

United States

Governance

https://www.ntia.doc.gov/files/ntia/
apf_submission_on_us_privacy_
white_paper.pdf

Governance

https://www.privacy.org.nz/privacyact-2020/information-sharing/
approved-information-sharingagreements/

Governance

https://www.healthit.gov/sites/
default/files/page/2019-04/
FINALTEFCAQTF41719508
version.pdf

Data Protection
Act 2018
Consumer Data
Privacy in a
Networked World
Approved
Infection Sharing
Agreement (New
Zealand case)

New Zealand

Trusted Exchange
Framework
and Common
Agreement
(TEFCA)

Office of the
National Coordinator
for Health IT
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