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グローバル越境プライバシールール（CBPR）フォーラム 

設立に向けた宣言文の公表 

 
 

令和４年４月 21日 

個人情報保護委員会 
 
 

個人情報保護委員会及び経済産業省は、本日、我が国を含む APEC 

CBPR 参加エコノミーの連名で、より広範囲での個人データの円滑な

越境移転や各国における規律の相互運用性を促進させる等の目的で、

CBPRの拡大に向けた宣言文を公表したことを、お知らせします。 

 

１．APEC CBPRをベースとする新たな認証システムに係るフォーラム

の設立 

Cross Border Privacy Rules（越境プライバシールール。以下、

「CBPR」という。）システムは、企業等の越境個人データの保護に関

して、プライバシー原則への適合性を認証するシステムです。 

これまで APEC の取り組みとして CBPR を実施して参りましたが、

安全性が確保された個人データの越境移転については、第三者機関

による企業認証に対するニーズが増しており、APEC の枠にとらわれ

ない、独立した新フォーラム（仮称：Global CBPR）として立ち上げ

を宣言することに合意しました。 

 

２．新しいフォーラムの展望 

新しいフォーラムの参加エコノミーは、まずは、現在の CBPR参加

エコノミーですが、今後 APEC加盟国以外にも広く開かれたものにし

ていく予定です。 

この新しいフォーラムは、効果的なデータプライバシーの保護、各

国におけるデータ保護関連の規律の相互運用性の促進を目指してい

ます。 

我が国は信頼性のある越境データ流通を推進しており、特に、個人

データについては、個人情報保護委員会が、その自由で安心な国際流

通のための枠組み作りを目指して、米欧の関係機関との対話を軸に、
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様々な国や地域と意見交換を進めています。そういった枠組みの具

体化に向けては「企業認証」の効果的な活用が期待されるところ、そ

のような企業認証の仕組みを核とする今般の Global CBPR が、認証

基準の充実等を進めることで、欧州も含めた幅広い国や地域で、信頼

性のある越境データ流通の実現のための実効あるツールとして利用

されるものとなるよう、目指します。 

なお、新しいフォーラムの具体的な設計、移行のための手続等につ

いては後日決定していく予定です。 

 

公表された宣言文は、別添のとおりです。 

【別添】 

 グローバル CBPRフォーラム設立に向けた宣言文（原文） 

 グローバル CBPRフォーラム設立に向けた宣言文（仮訳） 

 ※公表日は本日。 

 

 

【連絡先】 
個人情報保護委員会事務局 
     （山本、植村） 

電話番号：03-6457-9752 



 

Global Cross-Border Privacy Rules (CBPR) Declaration 
April 21, 2022 
 
Canada, Japan, the Republic of Korea, the Philippines, Singapore, Chinese Taipei, and the 
United States of America, as current economies participating in the APEC CBPR System, 
 
Recognising 
that growing Internet connectivity and the digitisation of the global economy have resulted in the 
rapid increase in the collection, use, and transfer of data across borders, a trend that continues to 
accelerate; 
 
Conscious 
that trusted cross-border data flows are indispensable—not just for big, multinational technology 
companies, but for companies across all sectors of the economy, and for micro, small- and 
medium-sized businesses, workers, and consumers as well; 
 
Believing 
that cross-border data flows increase living standards, create jobs, connect people in meaningful 
ways, facilitate vital research and development in support of public health, foster innovation and 
entrepreneurship, and allow for greater international engagement; 
 
Acknowledging 
that regulatory barriers threaten to undermine opportunities created by the digital economy at a 
time when companies are relying increasingly on digital technologies and innovations to 
continue business operations and recover economically; 
 
Recognising 
the importance of strong and effective data protection and privacy in strengthening consumer and 
business trust in digital transactions; 
 
Acknowledging 
the important contribution made by the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) in 
developing the APEC CBPR System to foster cross border data flows and interoperability; 
 
Do hereby declare as follows: 

1. The establishment of a Global CBPR Forum to promote interoperability and help bridge 
different regulatory approaches to data protection and privacy; 

2. The objectives of the Global CBPR Forum are to: 
a. establish an international certification system based on the APEC Cross Border 

Privacy Rules (CBPR) and Privacy Recognition for Processors (PRP) Systems; 
b. support the free flow of data and effective data protection and privacy through 

promotion of the Global CBPR and PRP Systems; 
c. provide a forum for information exchange and cooperation on matters related to 

the Global CBPR and PRP Systems; 



 

d. periodically review data protection and privacy standards of members to ensure 
Global CBPR and PRP program requirements align with best practices; and 

e. promote interoperability with other data protection and privacy frameworks. 

SCOPE OF ACTIVITY 
3. The Global CBPR Forum is expected to: 

a. promote expansion and uptake of the Global CBPR and PRP Systems globally to 
facilitate data protection and free flow of data; 

b. disseminate best practices for data protection and privacy and interoperability; 
and  

c. pursue interoperability with other data protection and privacy frameworks. 
 

MODE OF OPERATION 

4. Cooperation is intended to be based on: 
a. the principle of mutual benefit and a commitment to open dialogue and 

consensus-building, with equal respect for the views of all members; 
b. consultation and exchange of views among representatives of members, drawing 

upon research, analysis and policy ideas contributed by members and other 
relevant organisations; and 

c. active multistakeholder participation in appropriate activities. 

PARTICIPATION 

5. Participation in the Global CBPR Forum is intended to be open, in principle, to those 
jurisdictions which accept the objectives and principles of the Global CBPR Forum as 
embodied in this Declaration. 

6. Decisions regarding future participation in the Global CBPR Forum should be made on 
the basis of a consensus of all members. 

7. Non-members may be invited to the meetings of the Global CBPR Forum upon such 
terms and conditions as may be determined by all members. 

ORGANISATION 

8. Meetings of Global CBPR Forum members should be held at least biannually to 
determine the direction and nature of activities within the framework of this Declaration 
and decide on arrangements for implementation. Meetings can be held in person or 
remotely. 

9. Additional meetings may be convened as decided by all members. 



 

グローバル越境移転プライバシールール（CBPR）宣言 

（仮訳） 

 
2022年４月 21日 

 
現時点の APEC CBPR参加エコノミーである、カナダ、日本、韓国、フィリピ
ン、シンガポール、チャイニーズタイペイ及び米国は、 
 
インターネット接続性と世界経済のデジタル化の進展が、国境を越えたデータ
の収集、利用、移転を急速に進めていること、またこの潮流が加速していくこ
とを認識し、 
 
信頼性のある越境データ流通は、テクノロジー産業における大きな多国籍企業
だけでなく全ての産業分野の企業及び中小企業やその労働者、消費者にとって
も不可欠であることを認識し、 
 
越境データ流通が生活水準の向上、雇用促進、有意義な人々の繋がり、公衆衛
生を支える重要な研究開発の促進、イノベーション及び起業家精神の促進、更
なる国際協調に繋がることを確信し、 
 
企業が事業を継続し経済的に回復するためにますますデジタル技術やイノベー
ションに頼っている状況において、規制障壁がデジタル経済によってもたらさ
れた機会を損失する恐れがあることを認識し、 
 
デジタル取引に関する消費者や企業の信頼を高めることにおいて強靭で効果的
なデータ保護及びプライバシーの重要性を認識し、 
 
越境データ流通と相互運用性を促進するために APEC CBPRシステムを開発した
APECの重要な貢献を認識し、 
 
ここに以下のとおり宣言する。 
 

1. 相互運用性を促進し、データ保護及びプライバシーに関する様々な規制
アプローチを橋渡しするために、Global CBPR Forumを設立する。 
 

2. Global CBPR Forumの目的は、 
a. APEC 越境プライバシールール(CBPR)システム及び処理者向けプ

ライバシー認証（PRP）システムをベースとした、国際的な認証
システムを設立すること 

b. Global CBPR システム及び PRPシステムを通じて、データの自由
な流通と効果的なデータ保護及びプライバシーを支えること 

c. Global CBPR システム及び PRPシステムに関する事案について情
報交換及び連携のためのフォーラムを提供すること 

d. ベストプラクティスに沿った Global CBPRや PRPプログラム要件
を確保するためにメンバーのデータ保護及びプライバシーの水準
を定期的にレビューすること 



 

e. 他のデータ保護及びプライバシー枠組みとの相互運用性を促進す
ること 
 

活動の範囲 
 

3. Global CBPR Forumは、 
a. データ保護と自由なデータ流通を促進するために Global CBPRシ

ステム及び PRPシステムの認証取得を世界的に促進する。 
b. データ保護及びプライバシーと相互運用性に関するベストプラク

ティスを広める。 
c. 他のデータ保護及びプライバシー枠組みとの相互運用性を追求す

る。 
 

運用 
 

4. 連携は以下に基づく。 
a. 全てのメンバーの意見を公平に尊重した、相互利益主義及び開か

れた対話と合意形成へのコミットメント 
b. メンバーや関係機関が実施する調査、分析、政策に基づくメンバ

ー間のコンサルテーション及び意見交換 
c. 適切な活動における活発なマルチステークホルダーの参画 

 
参加 
 

5. 基本的に Global CBPR Forumは、本宣言文に謳われる組織の目的と原則
を承諾する以下の領域に開かれることを意図している。 
 

6. 将来の組織への参加に関する決定は、全メンバーの合意に基づいてなさ
れるものとする。 
 

7. メンバーではない者は、全メンバーによって決定される条件に基づい
て、会合に参加することができる。 
 

組織 
 

8. Global CBPR Forumの会合は少なくとも 1年に 2回開催され、本宣言文
の範囲内の活動の方針や性質を決定する。会合は対面あるいはオンライ
ンで開催される。 
 

9. 全メンバーの決定に基づいて、追加の会合を開催することができる。 
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