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サマリー

誰しもが、取引を行う際にはデータプライバシーに真剣に取り組んでいる組織と関係を持ちたいと願っています。デー

タプライバシーに取り組むことは、道徳的・倫理的に正しいだけでなく、ビジネス上も重要なことです。

この eBook は、デジタル化された世界における個人のプライバシーとは何かを探求し、見過ごされがちなデータ保護

の 3 つの側面に注目します。

データプライバシーは、
経営陣から一般のスタッフまで、
組織内全員に関わる問題です。
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イントロダクション

社会のデジタル化 ( 脱物質化 )
現在の家を見渡して、1980 年代や 90 年代の家と比べてみてください。何が欠けていますか︖留守番電話、カレンダー、

目覚まし時計、道路地図、レコード、VHS テープ、カセットテープ、CD、DVD など、数え上げればきりがありません。

これらはすべて、スマートフォンに置き換わっています。デジタルは私たちの世界を「脱物質化」し、金銭もデジタル

化が進んでいます。現在の生活の中では物理的なものに依存することが少なくなったと言ってよいでしょう。

現金取引はデジタル取引に取って代わられる
デジタルは人間をも非物質化しています。人間は、その人物について存在するデータ、つまりデジタルな情報の集合によっ

て人として成立しているともいえます。ある意味、人間は、個人を特定できる情報 (PII) で構成された個々のデータの

集合体になったのです。

32%
米国における現金のト
ランザクション 1

34% 
英国における現金のトランザ
クション。2018 年、デビッ
トカードによる取引が現金に
よるトランザクションを初め
て追い越した 2.

25%
カナダにおける現金の
トランザクション 3.

61%
日本における現金のトラン
ザクション 4

https://www.frbsf.org/cash/publications/fed-notes/2016/november/state-of-cash-2015-diary-consumer-payment-choice/
https://www.theguardian.com/business/2018/jun/18/uk-debit-cards-transactions-overtake-cash-for-the-first-time
https://www.theglobeandmail.com/report-on-business/economy/more-canadians-choosing-credit-cards-mobile-payments-over-cash-study-says/article28545469/
https://www.soumu.go.jp/main_content/000545437.pdf


eBook: データプライバシー 3 つの側面

05

デジタル化世界における個人のプライバシー

個人情報がすべてデジタル化されると、プライバシーはより大きな問題となり、より多くの利害関係者が関わるように

なります。社会がデジタル化する過程で、私たちは何らかの形で個人のプライバシーを犠牲にしてきました。個人のア

イデンティティを構成する物理的なモノを空間的に移動させることから、ビットとバイトをクラウド上で移動させるこ

とにシフトしました。そしてこのシフトにより、なぜかしばらくの間、データの価値が低くなったように感じられました。

パーソナルデータのデジタル化に対する 3 つの意識

1. 

"いつもオフライン
にしておこう”

2. 

“データは使われるだ
ろうし間違った使わ
れ方をするかもしれ
ないが、大したこと
ではない”

3. 

“ちょっと待て、
そのデータは、私と
いう人物そのもの
を現わしている︕”

この 3 つの姿勢について考えてみましょう。まず、常にオフラインでいようとすることは現代においては現実的ではあ

りません。デジタルトランスフォーメーションが起こり、オフラインのままで社会に参加することは非常に難しくなっ

ています。ビジネス、政府、役所、学校、研究、そして社会的な交流が、デジタルの街の中で発生しています。

ふたつめの態度は無責任です。個人情報を盗まれ、信頼度が落ちてしまったら「大したことではない」などと言えません。

多くの人は、3 番目の考えに代表されるように、データを大切に思っています。特に、世界的に信頼の危機が叫ばれて

いる今日においてデータは重要です。2019 年の Edelman Trust Barometer によると、世界で 26 市場中 15 市場が

信頼のおけない領域 ( または上記で言及した 3 つ目の態度 ) にあることがわかりました 5。

過失による個人情報の紛失、サイバーセキュリティの侵害、第三者によるデータの不注意な悪用など、あらゆる理由で

組織や機関に関するニュースが氾濫しています。

5 Edelman. 2019. Edelman Trust Barometer: Global Report

https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2019-01/2019_Edelman_Trust_Barometer_Global_Report.pdf
https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2019-01/2019_Edelman_Trust_Barometer_Global_Report.pdf
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“世界で 26 市場中
15 市場が信頼の
おけない領域に
ある”

- EDELMAN, 2019

その結果、世界中の政府が、デジタルデータの使用と誤

用を規制する ( 法律に裏づけられた ) 厳格な規制によっ

て個人のプライバシーを保護し、所有権を個人に戻すと

いう挑戦に取り組んでいます。

デジタル上の自分を守るための新しい規制と
更新された規制

EU の一般データ保護規則 (GDPR) のような大規模な規制

は、世界中の規制当局に互換性のある基準の導入を促し、

場合によっては独自の罰金を課しています。

北米では、カリフォルニア州消費者プライバシー法 

(CCPA) や、カナダの個人情報保護・電子文書法 (PIPEDA) 

が導入されています。どちらも GDPR の影響を強く受け

ており、人々は自分について収集される個人情報に対し

てより多くのコントロールを持つことができます。日本

では個人情報保護法が 2005 年に施行され、その後デジ

タル環境などの変化にあわせて定期的にアップデートが

行われています。

経営幹部には PII を保護する倫理的責任が
ある
組織が PII の保護に全力を尽くすべき理由はいくつかあ

ります。第一に、法による規制があります。データ漏え

いは、規制当局からの罰金や集団訴訟によるビジネスの

損失という点で、ビジネスに悪影響を及ぼす可能性があ

ります。もちろん、その後の評判の悪化は言うまでもあ

りません。

第二に ( そしてさらに重要なことですが ) 倫理的責任が

あります。世間は組織のリーダーが主導権を握ることを期

待しています。2019 年版 Edelman Trust Barometer の

調査対象者の 76% は、政府が変革を押し付けるのを待つ

のではなく、CEO が率先して変革を行うべきと考えてい

ます。

経営陣は、データセキュリティとプライバシー管理を確実

にするために積極的な役割を果たす責任があります。こ

れを怠ると、罪のない人々が危険にさらされ、デジタル

世界では無謀な危険行為と同等になる可能性があります。

https://eugdpr.org/
https://www.caprivacy.org/
https://www.caprivacy.org/
https://www.priv.gc.ca/en/privacy-topics/privacy-laws-in-canada/the-personal-information-protection-and-electronic-documents-act-pipeda/
https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2019-01/2019_Edelman_Trust_Barometer_Global_Report.pdf
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6 Olenski, S. 2017. Is The Data On Your Business’ Digital Devices Safe? Forbes, December 8, 2017
7 Forrester, 2018. Forrester Analytics Global Business Technographics Security Survey

“53 秒ごとに 1 台の
ノート PC が盗まれ
ている”
- FORBES

データプライバシーには、見過ごされがちな 3 つのシンプルな側面があります :

データの所在

データがどこにあるの
か、本当に把握している
でしょうか？

制御の調和

セキュリティ制御の
秩序はどこで保たれ
ていますか？

継続的な監視

データが正しい場所に保
存されているか、間違っ
た場所に保存されている
場合、保護するためのセ
キュリティ制御は行われ
ているかどうかを確認で
きますか？

データの所在

組織には、機密データがたくさん存在しています。ビジネスの原動力として、データは必要不可欠です。意思決定、顧

客離れの予測、マーケティングキャンペーンのターゲット設定など、さまざまな場面で役に立ちます。一般的に、個人

情報へのアクセスは、承認されたビジネスアプリケーションを経由してのみ行われます。

従業員が Salesforce.com からデータをエクスポートしてノート PC に保存することはないでしょうか。個人情報を

含む Excel スプレッドシートをハードディスクに保存することはないでしょうか。組織の機密情報を含む企画書を 

Dropbox に同期させることは絶対にないでしょうか。

多くの場合、従業員たちは上記のす

べてを行います。機密データは、想

像される以上に多くのエンドポイン

トに存在しています。したがって、

エンドポイントデバイスに潜む不

正なデータを警告できる、PHI お

よび PII データの辞書的なクロー

ラーが必要です。それがない限り、

データが存在するすべての場所を追

跡することはできません。

世界では、53 秒に 1 台の割合でノート PC が盗難に遭っています 6。日本では盗難の数は世界に比べると少ないかもし

れませんが、ノート PC の置き忘れや紛失のニュースは時々見かけます。その一方で、Forrester 社が行ったセキュリ

ティ調査の結果によると、情報漏えいの 39% はエンドポイントまでさかのぼることができます (24% は従業員の誤用、

15% はデバイスの紛失が原因 )7。

https://www.forbes.com/sites/steveolenski/2017/12/08/is-the-data-on-your-business-digital-devices-safe/#4cfec0d24c6a
https://www.forbes.com/sites/steveolenski/2017/12/08/is-the-data-on-your-business-digital-devices-safe/#4cfec0d24c6a
https://www.forrester.com/Global+Business+Technographics+Security+Survey+2018/-/E-sus4551
https://www.forrester.com/Global+Business+Technographics+Security+Survey+2018/-/E-sus4551
https://www.forrester.com/Global+Business+Technographics+Security+Survey+2018/-/E-sus4551
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制御の調和

セキュリティ管理は、OS にネイティブなものから、アンチウイルス、アンチマルウェア、暗号化、その他のエンドポ

イント検出および応答 (EDR) ソリューションなどのサードパーティアプリケーションまで、枚挙に暇がありません。こ

れらの制御は、データが存在する場所が安全であることを保証するのに役立ちます。

組織が直面する課題は、導入した制御が適切に保たれ、常に機能していることを確認することです。ネイティブコントロー

ルはこの問題を解決し、制御が正常に動作していない場合、またはデバイスのユーザーが不審な行動をとっている場合、

制御から情報を引き出し、デバイスにアクションをプッシュする機能を組織に提供することが可能です。

制御が確実に機能していることを確認することは、情報漏えいのシナリオでは特に重要です。たとえば、従業員がノー

ト PC を電車に置き忘れ、そのノート PC に PHI が含まれていることがわかっている場合、そのデバイスを見ることが

できなければ、暗号化が行われて機能していたこと、紛失後にデータにアクセスされたことがないことを証明する方法

がありません。確認できない場合は、データが漏えいしたと仮定して、個人情報保護法の違反通知規則に従わなければ

なりません。

しかし、可視化が適切に行われていれば、デバイスにセキュリティ管理が行われていたこと、データにアクセスされて

いないこと、デバイスがロックされ脅威がなくなったことを明確に証明することができます。

継続的な監視

年次監査が有効なのは、監査が行われた日だけです。監査と次の監査の間のどの日にも、データが間違った場所に置か

れていないこと、もし置かれていたとしても、それを保護するためのセキュリティ管理が行われていることを確認でき

るでしょうか︖継続的な監視を行わなければ、すべてのデバイスに存在するすべてのデータコピーを追跡することはで

きません。これでは、規制当局が接触してきたときに、大変なことになりかねません。

たとえば、フランスのニースに住んでいるお客様がいる

とします。そのお客様が、組織の記録からデータを消去

したいと申し出てきたとします。GDPR の下では、組織

内に保存されているその顧客のデータを一件一件探し出

し、消去しなければなりません。データの海からデータ

を取り出すのは簡単ですが、データの破片が多数のエン

ドポイントに存在していると、GDPR の制裁を受けるこ

とになります。

ここでは、視線を内側ではなく外側に向け、エンドポイントからそのデータ要素を外科的に削除する能力が必要です。

この能力がなければ、エンドポイントに存在し、デジタルデータ保護の規制や倫理規定に違反することになる何百万も

のアキレス腱を特定することはできないでしょう。

Absolute がどんな風に情報漏えい対策に役立つかについて

お問い合わせください。Sales-Japan@absolute.com
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次のステップ

データプライバシーはあ
らゆる人にとって身近な
問題です。世界のデジタ
ル化が進む中、誰もが「デ
ジ タ ル 世 界 に お け る 自
分」に大きな関心を持つ
ようになるでしょう。デー
タプライバシーを会社の
ミッションステートメン
トに組み込むためには、
今すぐにアクションをと
ることが重要です。情報
漏 え い 対 策 の 3 つ の ス
テップを紹介します。

1 

データ倫理規定を構築する
CEO から末端の従業員まで、組織内の全
員がデータプライバシーを尊重するようト
レーニングを受ける必要があります。デー
タ倫理規定は、意図的で、公開され、最も
厳格な規制を順守できる包括的なものであ
るべきです。

2 

完璧なセキュリティ基盤を構築する
すべてのエンドポイントを完全に可視化し、
制御するためには、ネイティブ・セキュリ
ティを使用します。デバイスのファームウェ
アに組み込まれているソリューションは、
改ざんすることはできません。このソリュー
ションを基盤として、他のセキュリティ制御
を構築する必要があります。この基盤があれ
ば、データの保存場所を把握し、制御をシー
ムレスに編成することができ、データと制
御を継続的に監視することができます。

3 

サイバーセキュリティ・フレームワークを
導入する
サイバーセキュリティ・フレームワーク 
(CSF) は、正しいことを正しい方法で行う
ことを優先させることによって、組織内の秩
序を整え、正式なセキュリティの規律を整
え、セキュリティ運用を拡大するのに役立
ちます。多くの組織が、米国国立標準技術
研究所 (NIST) が推奨するモデルを採用して
います。NIST Cybersecurity Framework8 

は、データの安全性とビジネスの持続可能
性を確保するための機能を実装することで、
組織のセキュリティ態勢を評価するのに役

立ちます。
8 National Institute of Standards and Technology (NIST). 2018. 
The NIST cybersecurity framework

https://www.nist.gov/cyberframework
https://www.nist.gov/cyberframework
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