
クラウドとデータは、世界中のあらゆる業界のデジタル変革を支える基盤です。日本マイクロソフトは、2018年2月20日に、法務・コンプライアンス・
コミュニティ向けにセミナーを開催し（於：ウェスティンホテル東京）、海外マイクロソフトの専門家と共に、データの利用に関連するセキュリティ、
プライバシー、コンプライアンスの問題、そしてどのようにクラウドを活用すれば企業のデジタル変革を推進できるか、また法務・コンプライアン
ス部門がいかに企業のデジタル変革に貢献できるかについて、自社の事例や取り組みを交えて紹介しました。本レポートは、当セミナーの内容を
要約したものです。
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デジタル変革とクラウド ― セキュリティ、プライバシー、コンプライアンス

開会の基調講演で、アントニー・クック (Antony 
Cook) は、日本社会がデジタル変革を進めてい
る今、法務・コンプライアンス・コミュニティに
大きなチャンスが訪れていることについて語りま
した。

デジタル変革は IT 業界だけの問題では
ない

デジタル変革のあり方は業界ごとに異なります。
たとえば、自動車業界では、自動車の製造工程
が、デジタル・テクノロジーによって大きく変わろ
うとしています。
具体的な事例として、マイクロソフトが変革を支援
した、三菱ふそうトラック・バスは、自動車の生
産方法だけでなく、業務推進、顧客サービスの提
供の方法について、根本的改革を目指しました。
そして、ビジネス・オペレーションと市場開拓ア
プローチを２年以内に完全にデジタル化するとい
う大きな目標を掲げました。この事例の興味深い
点は、三菱ふそうトラック・バスが、テクノロジー
を利用してビジネスの変革を目指しただけでな
く、ビジネスそのものに対する考え方を見直し、
将来どのように業務を進めるのかを再検討した、
ということです。デジタル変革は、IT 業界や IT 部
門だけの問題ではありません。会社のあらゆる業
務にわたって、さまざまな側面で網羅的に影響を
及ぼすのです。こうした変化を支える原動力はど
こにあるのか ――  それは、クラウドの技術です。
クラウドは、いわば、第 4 次産業革命の蒸気機関
なのです。

アウトソーシングに際して信頼を生み出す
4つの要因

では、企業はどのようにしてクラウドの技術を導入
し、そのメリットを引き出すべきなのでしょうか ?
クラウドのメリットは、当該企業、その取引先、ひ
いてはサプライチェーンの能力を最大化できるこ
とです。企業は自社ならではの強みに注力してこ
そ、競争優位に立つことができます。そして本業
や強みを伸ばすためにクラウドを活用する際に、
最も重要となる評価基準は、デジタル変革を推進
していくうえで、信頼できるクラウドサービス・プ
ロバイダーか、というものです。法務・コンプライ
アンスの担当者は、この信頼できるクラウドか、を
判断する際には、従業員、顧客、株主に最大の利
益をもたらす変革を推進するという全社的な観点
から検討する必要があります。具体的には、サイ
バーセキュリティ対応、データプライバシー対応、
コンプライアンス遵守、そして対応の透明性確
保、の 4点を確認することが必要です。

デジタル変革の時代に法務・コンプライ
アンスが果たす役割は何か ?

クラウドは、ビジネスそのものを変えつつありま
す。その中で、法務・コンプライアンスの担当者
は、会社がビジネスを進めるうえで、法令に違反し
ないよう対応する能力とスキルを身につけている
必要があります。ビジネス上、データが重要な役
割を担う今、適用されるデータ保護法の知識や法
規制の下でデータを最大限活用するスキルを要
求されることになります。私たちは、データ保護、
プライバシー保護に関する各国の新しい法令、各
種国際標準や業界基準に精通しなければならな
い時代なのです。
今後、法務・コンプライアンス部門はより戦略的
になり、ビジネスの中核に位置するようになるで
しょう。CEOと経営陣は、デジタル変革の途上で
新しい問題に遭遇したとき、法務・コンプライア
ンス部門のアドバイスを求めることになるでしょ
う。法務・コンプライアンス部門は、テクノロジー、
ビッグデータ、そしてデータ解析を通じて、潜在的
なコンプライアンスの問題を予測し、自らの業務
を改革し、さらに会社に貢献できるはずです。今
こそ、法務・コンプライアンス・コミュニティに
属する私たち全員が協力し、共に改革を推進して
いきましょう。

次に、舟山聡がデジタル変革をめぐる日本の状況
について説明しました。

デジタル変革が日本で意味するものと
は ?  どう対応すればよいのか ? ― 心の
準備と最初のステップ

日本でデジタル変革が語られるとき、ほとんどの
場合何らかの形で、経済成長 (シェアリング エコ
ノミー、フィンテックなど )、グローバル リーダー
シップ ( グローバル M&A、グローバル コンプラ
イアンスなど )、そして国内の社会的な課題解決 
( 女性の活躍推進、働き方改革など ) と結びつい
ており、その取り組みはまさに現在進行形です。
しかし、調査結果によれば、日本の法務部門は、
主として、従来型業務、すなわち契約内容の審査
を通じて、差し迫ったリスクを防止することの方に
重点を置く傾向があります。その業務スタイルも、
旧来型、すなわち求められてはじめて対応すると
いうスタイルです。それで本当に変革への準備が
できていると言えるでしょうか ? 重要なのは、たと
え小さくても、最初の一歩を踏み出すことです。た
とえば日本マイクロソフトでは、業務棚卸と、使っ
た時間の把握からスタートしました。他部署の理
解を得て、新しいツールも活用しながら、付加価

値の低い業務対応をやめました。そして、積極的
な対応を可能にするため、ビジネス ミーティング
への参加を開始しました。これらはほんの一例で
す。今後も、このような法務コミュニティを継続
し、それぞれの社内でデジタル変革への理解を
深め、それぞれの変革を成功させましょう。
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ご挨拶 / 日本マイクロソフトとデジタル変革

テクノロジーとデータ・アナリティクスを利用したコンプライアンス・リスクの管理

GDPR およびその他のデータ保護規制

日本マイクロソフト代表取締役社長の平野拓也
は、出席者へのご挨拶の中で、ビジネスの観点か
らデジタル変革について次のように語りました。

今では、日本マイクロソフトの総売上の半分がク
ラウドビジネスです。これは非常に大きな変化で
す。そして今、マイクロソフトは " 働き方改革
NEXT" と業界イノベーションの 2 点に重点的に
取り組んでいます。働き方改革 NEXTは、組織と
個人が AI によって潜在能力を最大限に発揮でき
るようにすることを意図した取り組みです。AI の
利用は、迅速な行動と意思決定のための新しい

基準となりつつあります。
業界イノベーションは、クラウドを利用して業界固
有の問題を解決することを意味します。マイクロソ
フトにはすでに多くのお客様事例があります。た
とえば、銀行におけるチャットボット /クラウドバ
ンキング、メーカーにおける IoT/Mixed Reality、
そしてマーケティング / エンターテインメント業界
におけるコグニティブ・サービス ( 感情分析など ) 
です。このデジタル変革の時代には、新しい問題
を解決し、経営陣の新しい期待に応えるために、
法務・コンプライアンス部門の役割が重要になっ
ていくでしょう。

アラン・ギブソン (Alan Gibson) は、マイクロソ
フトがどのようにテクノロジーとデータ・アナリ
ティクスを利用してコンプライアンス・リスクを体
系的に管理しているかについて、プレゼンテー
ションを行いました。

コンプライアンス アナリティクス 
プログラムが提供する大きな機会

マイクロソフトは、2 年前にコンプライアンス・ア
ナリティクス・プ ロ グ ラム (Compliance 
Analytics Program) を開始しました。このプロ
グラムにより、現在、所定のコンプライアンス・リ
スクに関する早期警戒システムの導入を進めてい
ます。マイクロソフトは、テクノロジー業界に固有
のリスクに焦点を置いていますが、このアプロー
チは、金融サービス、保険、医療機器など、他のさ
まざまな業界にも適用できます。デジタル・テク
ノロジーをコンプライアンス・プログラムに組み
込んでリスク管理に役立てることができるので
す。

リスクの大きい取引を識別するための
3つのステップ

リスクの大きい取引を識別するためには、次の 3
つのステップを踏む必要があります。データ収集、
データ分析、そして現場への適用です。第 1 のス

テップで、さまざまな情報源からデータを収集し
ます。クラウド (Microsoft Azure) のパワーを
利用して、多種多様な社内システムから得られる
オンプレミス・データや、クラウド・ソリューショ
ン、そしてクラウド・ストレージからデータを収
集します。第 2のステップでは、収集されたデータ
に対してアルゴリズムを実行してデータを分析し、
1 から 100 までのスケールで取引案件にリスクス
コアを付けます。最後に、案件審査ワークフロー
を管理するために私たちが使用している一連のオ
ンラインレポート、ダッシュボード、およびツール
を通じて、分析結果を現場に適用します。「ハイリ
スク」であると判断された案件は、コンプライアン
ス担当者に回付され、そこで再度検討されて、リス
クが適切に管理されるようにします。

データに基づくリスクの理解が適切な
対応を可能にする

コンプライアンス・アナリティクス・プログラム
などにより、我々の業務は将来どうなっていくで
しょうか ?
デジタル・テクノロジーに関しては、私たちはこの
変革への取り組みを開始したばかりです。しかし、
将来的に何を目指すのかは明確です。私たちは、
パートナー企業や販売事業者によって引き起こさ
れるリスクを探り、理解する必要があります。各企
業に固有のリスク・データも補助的に活用するこ

とで、第三者による企業調査報告書とリスク評価
の質問票に依存してきたこれまでの手法を刷新
することができます。私たちは今、取引関係のさま
ざまな段階でパートナー企業や販売事業者が引
き起こすコンプライアンス・リスクをより包括的
に理解するためのデータを集め始めたところで
す。
データ・アナリティクスを組み込むことで、より的
確にリスクを理解し、対応できるようになりまし
た。私は今、法務・コンプライアンス・コミュニティ
の一員として、このようなデジタルテクノロジーの
活用に携わることができ、大きな喜びを感じてい
ます。

ジェフ・ブラウン (Geff Brown) は、EU の一般
データ保護規則 (GDPR) と中国とインドで進め
られているデータ保護規制について説明しました。

GDPRによって強化されたデータ保護

一般データ保護規則 (GDPR) は、2018 年 5月

25日に発効します。GDPRは、1995 年以前から
存在している欧州のデータ保護規制を強化する
もので、自社が保有する個人データを把握したう
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サイバーセキュリティのリスク管理 
社内法律顧問はサイバーインシデントにどのように備えるか

メアリー・ジョー・シュレ ード (Mary Jo 
Schrade) は、社内法律部門がどのようにサイ
バーインシデントの可能性に事前に備えることが
できるかを論じました。

社内の主要なステークホルダーは誰か ?

サイバーセキュリティ・インシデントに事前に備
えることは必要不可欠です。多くの場合、法務部
門のメンバーは、そのような準備のプロセスを編
成して監督する最適な立場にあり、弁護士と依頼
人の間の秘匿特権の下で、ある種の情報を保護
できるという付加的な強みを持っています。最初
のステップとして、適切な社内ステークホルダーを
識別する必要があります。主要なステークホル
ダーは法務部門、IT 部門、そして広報または PR
部門でしょう。

主要なステークホルダーを特定したら、会合を開

いてインシデント対応計画を作成します。このグ
ループは、まず、何を保護する必要があるかを知
るために、会社の高価値資産の所在を明らかにし
て記録することから始めます。たとえば、重要な
データが置かれているサーバー、業務を支えてい
るアプリケーションなどです。なぜなら、サイバー
インシデントの発生時には、それらを保護するた
めに隔離する必要が生じることさえあるからで
す。その次に、IT 部門と連携して復旧計画を起草
すること、そしてそのために必要となるすべての情
報 ( 暗号鍵、手順など ) を印刷物の形で入手でき
るように取り計らうことが必要となります ( サー
バーへのアクセスが不可能な場合があるからで
す )。もちろん、このような情報は少数の基幹社員
から成るグループだけがアクセスできる安全な場
所に保管しておかなければなりません。また、潜在
的な脅威を追跡して評価するために必要となるす
べての脅威監視機能とソフトウェアを導入してお
くことも得策でしょう。

次のステップは、コミュニケーション計画を策定
することです。理想的には、広報部門の責任者
が、連絡を受ける必要がある対象者 ( おそらく、
顧客、社員、株主、規制当局など ) を特定し、サイ

バーインシデントの発生時に活用できる文言のサ
ンプルを起草しておくとよいでしょう。

サイバーセキュリティ管理における
主要ステークホルダーの役割

サイバーインシデント・チームの活動体制が整っ
たら、次に検討することは、サイバーインシデント
をどのように管理し、その発生にどのように備える
かです。策定した手続きを記載した書面が、サイ
バーインシデントの発生時に、それを必要とする
人が誰でも入手できるように取り計らう必要があ
ります。また、トレーニングによって従業員の意識
向上を図ることもできます。サイバーインシデント
に備えて対応の演習を実施している企業は、すで
に対応計画の弱点を突き止めて、実際のインシデ
ントが発生する前に、それを是正しています。

書面の計画を策定し、適切な従業員のトレーニン
グが終了したら、次に、どの領域でリスクを軽減
できるかを検討するとよいでしょう。多くのサイ
バーインシデントは、その影響を被る会社自身の
ソフトウェアではなく、委託業者（ベンダー）のソ
フトウェアの脆弱性に起因して発生しています。し
たがって、ベンダーが適切なタイミングでソフト
ウェアにパッチを適用しているかどうかを事前に

えで、その個人データに関連する権利を尊重する
義務が増大することになります。個人データの漏
洩が発生したら 72 時間以内に欧州のデータ保
護当局に報告しなければなりません。違反時の制
裁金が最高で企業の年間世界総売上高の 4% に
なることもあり、GDPR は注目されています。
GDPR は、欧州から域外への個人データの移転
を規制します。欧州域外にあっても自己の個人
データが保護されることは欧州の人々にとって意
義があるのと同時に、欧州域外の企業もこの規則
を考慮する必要があることを意味します。また、
GDPRのもとでは、個人データを処理する場合に
は、その処理の正当性を示す必要があります。正
当性の主張は、GDPR の第 6 条の規則に基づき
ます。さらに、法的な根拠を文書で提供する準備
も必要となります。

データ漏洩に備えるインシデント対応の
枠組みを構築するための 4つのステップ

データ漏洩の発生時に 72 時間以内に報告でき
るようにするための枠組みとして、次の 4 つの必
要性があります。第 1 に、データが何であるかを
特定すること、第 2に、データに対するグッドガバ
ナンス ( 望ましい統治 ) のポリシーを定めること、
第 3に、特にデータ漏洩に対処するためのセキュ
リティ統制を確立すること、第 4 に、データ保護
当局からの質問に答えるための文書管理を導入
することです。

他の国もGDPRに追随し始めている

中国は 2017 年にサイバーセキュリティ法を施行
しました。この法律には、個人情報保護に関する
規定があります。重要なポイントは、中国サイバー
セキュリティ法を遵守する態勢を整えることで
す。中国は、欧州の規制から多数の考え方を取り
入れ、中国独自の国家基準を作り出そうしていま
す。また、インドでは、インド憲法はプライバシー
の権利を保証しているとの判断を 2017 年にイン
ド最高裁判所が示し、インド政府はデータ保護法
の制定を検討しています。

続いて、中島麻里が日本のプライバシー動向につ
いて 3つのポイントを紹介しました。
第 1は、改正個人情報保護法が 2017年に施行さ
れたことです。改正個人情報保護法がパブリッ
ク・クラウドの利用にどのように適用されるのか、
個人情報保護委員会発行のＱ＆Ａで明確に示さ
れたことは、クラウドサービス・プロバイダーと
ユーザーの双方にとって役立ちます。第 2 は、日
本と EU 間の相互の個人データ移転に関する協
議についてです。日ＥＵ当局は、2018 年第 1 四半
期に結論を出すべく、議論を進めています。この
交渉がまとまれば、日本の企業は、特別な手続を
必要とせずに個人データを EU から転送できるこ
とになります。第 3は、これからの時代、データの
利用とデータの保護のバランスが鍵となる、とい
うことです。この 2 つの方向性は一見相反するよ
うにも見えますが、私たち、法務・コンプライアン
スの担当者こそ、この 2 つの優先課題の適切なバ
ランスを見出すことに貢献できるでしょう。
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バーインシデントの発生時に活用できる文言のサ
ンプルを起草しておくとよいでしょう。

サイバーセキュリティ管理における
主要ステークホルダーの役割

サイバーインシデント・チームの活動体制が整っ
たら、次に検討することは、サイバーインシデント
をどのように管理し、その発生にどのように備える
かです。策定した手続きを記載した書面が、サイ
バーインシデントの発生時に、それを必要とする
人が誰でも入手できるように取り計らう必要があ
ります。また、トレーニングによって従業員の意識
向上を図ることもできます。サイバーインシデント
に備えて対応の演習を実施している企業は、すで
に対応計画の弱点を突き止めて、実際のインシデ
ントが発生する前に、それを是正しています。

書面の計画を策定し、適切な従業員のトレーニン
グが終了したら、次に、どの領域でリスクを軽減
できるかを検討するとよいでしょう。多くのサイ
バーインシデントは、その影響を被る会社自身の
ソフトウェアではなく、委託業者（ベンダー）のソ
フトウェアの脆弱性に起因して発生しています。し
たがって、ベンダーが適切なタイミングでソフト
ウェアにパッチを適用しているかどうかを事前に

確認し、システムを保護するために何を実行して
いるかを調査しておくことが重要です。事前に講
じることができるもう 1 つの対策は、サイバー保
険契約を見直すことです。どのようなタイプの損
害が補償されるかを確認し、自分の会社がどのよ
うな施策を講じることに同意しているかを通読し
て、そのような施策が実際に講じられるように取
り計らうことで、損失に対する補償が確実に得ら
れるようにしてください。最後に、告発などに備え
て、証拠をどのように保全しておくかについても事
前に検討しておきましょう。事前にこうした施策を
講じておくことは、自分の会社でサイバーセキュリ
ティの問題が発生したときの助けとなるでしょう。

最後に、松尾早苗が、セッションを総括して閉会
しました。

サイバーセキュリティ セッションの
3つの重要ポイント 

松尾は、このセッションから発信された 3つの主
要メッセージに注目を促しました。第 1 に、サイ
バーセキュリティ対策は、日本における「デジタル
変革」を阻害したり、その動きに逆行するもので
あってはなりません。第 2に、サイバー攻撃を受け
ることを「不名誉」であると考える必要はありませ
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懇親会

ん。重要なのは、主要なステークホルダーと協力
しながら、「検知 -対応 - 防御」のプロセスが確立
されるように取り計らうことです。最後に、法務・
コンプライアンス・コミュニティには、サイバーセ
キュリティの領域で果たすべき重要な役割があり
ます。特に、データインシデントの発生時に過失
責任を問われる可能性に対して備えることが大切
です。最も重要なのは、法務・コンプライアンスコ
ミュニティがお互いから学び合うこと、そして、イ
ンシデント対応におけるベストプラクティス、標準
慣行、そして「絶対に実行すべきこと」について情
報交換を続けていくことです。


