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COVID-19 におけるセキュリティとプライバシーの新たな課題 
Next Normal（新しい日常）での公衆衛生と個人情報のバラン

ス管理 
はじめに 
COVID-19 の世界的流行により、データのプライバシーとコンプライアンスの見直しが世界各国で迫られている。規制要件に照らすと、個人の権利に対して公共

の安全や経済繁栄が優先される分岐点はどこか、というソクラテスやプラトンの時代から議論されてきた倫理的問題に帰着するが、コロナ禍においては各国の規

制や文化的規範、地域ごとの感染状況によって大きく異なると言える。そしてこれは世界経済が“Next Normal（新しい日常）”へ再興する際の底流となるだろう。 

2003 年の SARS 流行時にシンガポールでサーモグラフィを利用した体温チェックが行われ、今日では、COVID-19 対策として額に体温測定器をかざす方法が広

く採用されている。これが問題として取り上げられることはないに等しく、事実、検疫の義務化とマスクの着用は、COVID-19 の感染拡大防止策として期待され、ア

ジアの経済活動再開に寄与している。同様にインドは、リストバンドを使って感染者の動きや体温を追跡する計画だ。インドでは個人データ保護法の改正が進めら

れており、政府はこれを義務付けることができるため、国民は自分たちのデータが適切に保護されることを願うしかないという状況に置かれている。 

この他にそれほど明確な国はないが、ハイテク企業や政府は、COVID-19 の感染拡大を防ぎ、経済をより早急に活性化させようと、ウイルスを追跡、予測すること

ができるスマートフォン用ツールの開発と展開を急いでいるようだ。 

欧州各国では、GDPR（General Data Protection Regulation）のプライバシー要件に違反することなく COVID-19 接触追跡に役立つアプリケーションの展開を検

討している。オーストラリアでは、トラック&トレース（接触追跡）技術の使用と、特に“Next Normal（新しい日常）”におけるデータの即時および将来的な利用につい

ての意見が分かれており、大規模導入を達成する上で、重大な障害となる可能性がある。 

The New Yorker は記事の中で、これらの接触追跡アプリ 1 は、AdTech（広告技術）の主要機能と同じ位置データを使用していると紹介している。AdTech は、消

費者がランニングシューズを購入するためにショッピングをした時、ダイエットを始めようとしている時、庭の芝刈り機が必要な時等をマーケティング担当者が把握

するために使われており、携帯電話上のアプリは、経度と緯度の測定値を常に表示し、時空を超えて消費者を追跡することが可能になることから、これを応用する

ことで COVID-19 感染者の追跡が可能となるのである。最近では、Bluetooth を用いた近接追跡だけでなく、物理的な位置情報の収集まで追跡可能範囲が拡大

しているアプリも登場している。同記事では、事業化についても触れており、データブローカー市場の価値は現在 2 億ドル 2 にも達していると言われている。この

数値は一つの仮説であり、かつあくまで正規で行われている事業のみを対象とした試算である。ではここで COVID-19 に関する全てのデータが悪用された場合

のリスクを想像してみてほしい。  

                                                                 
1 https://www.newyorker.com/tech/annals-of-technology/can-we-track-covid-19-and-protect-privacy-at-the-same-time 
2 https://www.webfx.com/blog/internet/what-are-data-brokers-and-what-is-your-data-worth-infographic/  

https://www.newyorker.com/tech/annals-of-technology/can-we-track-covid-19-and-protect-privacy-at-the-same-time
https://www.webfx.com/blog/internet/what-are-data-brokers-and-what-is-your-data-worth-infographic/
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長期的な視点 
COVID-19 の予期せぬ性質により、多くの組織は長期的な影

響について十分に検証できないまま“quick fixes（応急処置）”で
この緊急事態に対応しなければならなかったかもしれない。私

たちは今、公衆衛生を守るために、個人情報（位置情報、体

温、基礎疾患の病歴等）を緊急に収集する必要があるため、こ

のような緊張状態に陥っている。しかし、たとえ緊急事態に直面

していたとしても、これがどれほど押し付けがましいことである

か、そしてパンデミックが過ぎ去った後にこのデータがどのよう

に利用されるかについては、慎重に検討する必要がある。 

雇用者は、職場における COVID-19 問題を管理するために何

ができ、何ができないかという狭間で苦労しているだろう。従業

員の健康を確保し、職場に復帰しても安全だという従業員、顧

客との信頼を確立するためには、何らかの形でスクリーニング

を実施すべきだろうか。GDPR では、雇用者は従業員の労働能

力に関する健康情報を原則収集することはできないと定められ

ているが、カナダ等 GDPR が適用されない他の地域の、特に医

療組織では、雇用主が従業員の体温などの情報を収集するこ

とは認められている。しかし従業員に対して検査の実施証明を

要求することはできるだろうか。顧客とのやり取りの場合はどう

だろうか。個人情報保護法や労働法の範囲内で、どのようにし

てこれを実現することができるだろうか。接触追跡技術の有効

性は、広範囲での普及、アクセスのしやすさ、安価な検査体制

が整っているかにかかっており、さらに大多数のスマートフォン

所有者がアプリをダウンロードし、プログラムに参加できるかど

うかも重要になる。パンデミックの最中でも、そしてパンデミック

が過ぎ去った後でも、この件をめぐって多くの疑問が生じ続ける

ことを考えると気が遠くなるが、組織は自らと顧客、従業員を守

るために、法律や技術の専門家に相談する必要があるのでは

ないだろうか。 
 

 

 

個人の健康情報（PHI）取得が必要な取り組みを進めるべきか

を判断する際には以下のテストを適用することが有用である。

以下の 3 つの質問すべてに対して答えが「はい」ならば、情報

取得を進めても良いが、もし 1 つでも答えが「いいえ」の場合

は、取り組みを再設計または中止する必要がある。 

データを合法的かつ安全に収集することができる

か?データを収集すること自体が法律に違反する場

合は、取得してはならない。同様に、データを安全

に保つことができるという確信がもてないならば、サ

イバーセキュリティを強化するか、別の手段を考え

る必要がある。 

危機が去った後のデータの取り扱いを把握しているか? 
ある特定時点の目的（この場合は COVID-19 パンデミ

ック）のために収集されたデータは、保管しておく有用性

や妥当性が失われる時が来るだろう。データの場所を

常に把握し、適切なタイミングで廃棄できるように、適切

なデータライフサイクル管理プロセスを導入しているだ

ろうか。 

データの収集と利用は、意図された目的のために倫

理的かつ合法的であるか?あることが合法だからと

いって、それが倫理的であるとは限らない。例えば、

COVID-19 に位置情報データを使うことは倫理的だ

ろうか？隔離から逃れたいと切望している人の場

合、より問題が少ないと考えるなら、より自由にデー

タを共有することに同意するかもしれない。 

これらの 3 つの質問は、ベースラインとして、COVID-19 に基づくデー

タ収集の取り組みが組織の短期的な利益に資することを確実にし、か

つ長期的な問題回避にも役立つだろう。 
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PHI の収集と利用に関するデータ保護と考慮事

項 
パンデミック下では、健康が最優先という考えになるかもしれな

いが、それでもデータやプライバシーに関する規制は守られな

ければならない。現在、保護対象である個人の健康情報（PHI）
や特殊なデータが前例にないレベルで共有されているが、これ

はとてもチャレンジングな状況なのである。最近英国で明らかに

なった例では、英ウェールズ国民保健サービスが、COVID-19
に関するアドバイスとして 8 万通の“シールドレター”を市民に出

したところ、1 万 3,000 通が誤った住所に送られたという事例が

ある。組織が意図して行ったことではないというのは明らかだ

が、COVID-19 流行時の今だからこそ、この種のデータの取り

扱いには特に注意と配慮が必要であるということが強調されて

いる。  

新しいデータ保護要件は、世界中で定期的に採用されている。

Deloitte はこのほど EU 加盟国を中心とした“COVID-19 and 
EU Data Protection booklet”を発表しており、特に各国の規定

を考慮しなければならない多国籍企業にとって有用な情報を掲

載している。 

 

雇用者は、従業員の健康促進と合理的レベルでの事業運営を両立できる新たな方法を世界全体で採用する必要がある。個人情

報保護法が業務にどのように適用されるかを十分に理解し、Next Normal（新しい日常）でも安全に業務を遂行できる状態にするこ

とが、官民問わず組織においてこれまで以上に重要になる。 

 

多くの組織や政府が、社会を通常の状態に戻すために接触追跡アプリの開発に取り組んでいるが、こうした革新的なスクリ

ーニング機能には、データプライバシー規制だけでなく、セキュリティへの配慮も含めて開発を行うべきである。  

COVID-19 のデータ収集と利用におけるサイバー優先事項 

• バーチャル医療のイノベーションをサポートし、個人情報を保護するため、クラウドセキュリティ戦略を見直し、更新

する 
• COVID-19 の対応のため、サポートサービスの提供やデータにアクセスを行っている第三者へのセキュリティレビュー

を迅速に実施する 
• 脅威の検出・監視機能をリモートデバイスに拡張する 
• IoT（モノのインターネット）デバイスや、その他のコネクテッドデバイスをリモート管理するため、セキュリティで保護さ

れたバーチャルプライベートネットワーク（VPN）を設定する 
• オンプレミスとクラウドの両方で、保存データ（data-at-rest）と移動データ（data-in-motion）を暗号化する 
• リスクの高いアプリケーションやユーザーに対して多要素認証（MFA）を導入する 

 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/it/Documents/legal/COVID-19%20UE%20Data%20Protection%20Booklet_II%20Release_220420_Deloitte.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/it/Documents/legal/COVID-19%20UE%20Data%20Protection%20Booklet_II%20Release_220420_Deloitte.pdf
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Next Normal（新しい日常）でのデータプライバシー 
COVID-19 における健康配慮に関するプライバシーとセキュリティ要件を満たすアプローチを構築する場合、全体的かつ倫理的で

持続可能なものにする必要がある。効率性と有効性を高めるための主なキーファクターは以下の通りである。 

部門を越えた経営陣のサポート–プラ

イバシーとセキュリティは部門を横断

した問題であり、ビジネス、IT、人事、

法務等の分野にわたる強力な経営陣

のサポートと関与が必要である。 
 

  

リスクベースアプローチ–単純なコン

プライアンスには当てはまらないビジ

ネスリスクに焦点を当て、リスクの高

い項目を特定して優先順位を付ける

ことで、プライバシーとセキュリティソリ

ューションが提供できる価値を高める

ことができる。 

 

データライフサイクル–合理的な管理

方法以前に、まず機密データがどこに

あり、収集から破棄までどのように利

用されているかを理解する必要があ

る。次頁は、組織が Next Normal（新
しい日常）で最善の回復と成長を遂げ

るための計画立案に役立つだろう。 
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作成／収集  

 

匿名化：COVID-19 対策として組織はどのよう

な非識別情報（人口統計等）を収集することが

できるのか 

同意：情報を作成もしくは取得する際に、顧客、従業員から

十分な同意を得ることや法的根拠を示すことは、信頼関係

構築に不可欠な要素である。データ収集が急務となってい

るまさに“今この瞬間”に、組織は顧客及び従業員からどの

ように同意を確実に得るのだろうか。また COVID-19 およ

び“Next Normal（新しい日常）”の中で組織は情報の利用

／保存／破棄の方法について、どうのように把握するのだ

ろうか 

保存・処理 

 

保存：COVID-19 対策のために収集された顧

客、従業員データを保存するための動的アプロ

ーチはあるか 

安全なデータストレージ：組織が収集するデータが増えれ

ば増えるほど、悪意ある攻撃者の標的となるデータヘイブ

ンの範囲も広がる。組織は、個人情報の収集、利用および

開示を、COVID-19 の拡大防止および管理に資するため

に必要な範囲に制限し、個人情報の安全を確保するため

の合理的な措置を講じることを、どのように目指すべきだろう

か 

分析・利用 

 

分析的アプローチ：COVID-19 によりデータ分

析戦略は複雑さを増している。分析技術（バイ

アスの検出等）を踏まえ、組織はどのようにして

データの準備状況を判断できるのだろうか 

利用：データは、公開されているコミットメント、処理に関す

る法的根拠、国際的な規制に従って利用されているか。

COVID-19 という不確実性の中で、民間の雇用者は従業

員の健康情報をどのように扱うべきだろうか 

共有／転送 

 

安全なデータ共有：COVID-19 により、組織間

および国際的なデータ共有は促進するだろう。

組織は、事前にデータ内の機密情報や制限情

報の有無をどのように調べるべきだろうか 

データ転送の監視：機密 IP、PII、PHI データの利用および

転送を、COVID-19 および“Next Normal（新しい日常）”で
どのように監視すべきか 

保持・破棄 

 

データ保持と収益化：COVID-19 で収集したデ

ータを使ったビジネス計画がある場合、データ

保持に関するフレームワークに沿ったデータ収

益化戦略は策定しているか 

データ保持：COVID-19 流行中に収集されたデータは

“Next Normal”でのデータマイニングやモデリングを可能に

するために、保持されるべきか、それとも事前に定められ

た期間の後に破棄されるべきだろうか 
 

世界各国の政府が、コロナウイルス追跡アプリの開発にしのぎを削る中、トラック＆トレーシング（接触追跡）プログラムを効果的な

ものにするために、ボランティアアプリを採用しなければならないといった課題が発生するかもしれない。安全に管理され、プライバ

シーに関する価値観と整合性のとれたデータを必要レベルで保証、提供できなければ、こうした課題はさらに大きくなるだろう。さら

に経済、公衆衛生、個人のプライバシーのバランスを考慮した上での優先順位付けが必要となる集団的決定を行うようになると、そ

の重要性は増すと考えられる。データが悪意ある者の手に渡り、悪用されることのないように、官民問わず“Next Normal（新しい日

常）”を可能にする技術を活用しつつ、人々が安心できる必要管理を実施し、信頼を確立できる仕組みを策定しなければならない。

“We're all in this together.”という言葉は既にパンデミック下での“決まり文句”になっているかもしれないが、この状況にまさにうっ

てつけの言葉であり、政府、企業、個人は一丸となって、これまでの脅威だけでなく、来る脅威に対しても、人々を守るための国際

的な仕組みを構築する必要がある。 

 

データ 
ライフサイクル 

“対応と回復”に向けた考慮事項 “Next Normal（新しい日常）”で組織が“成長”する

ための考慮事項 
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