Blackboard の GDPR 導入によるお客
様のサポート
EU 一般データ保護規則（GDPR）は大きな変化をもたらし
ます。Blackboard はこの変化を歓迎します。当社はデータ
のプライバシーに注意を払い、これが人権に含まれている
ことを理解しています。GDPR は、個人の権利を強化し、
より良いデータプライバシー慣行を導きます。この結果、
個人と企業の間の信頼が増し、双方に利益をもたらします。

本資料は、情報提供の
みを目的として作成さ
れたものであり、法的
な助言でありません。
お客様の企業における
GDPR の導入及び関連す
る法律上の問題に関し
ては、社内又は社外の
弁護士にご相談くださ
い。

本書では、GDPR に関する変更や誤解の概要を示し、当社の導入アプロー
チやお客様の企業をサポートする方法についてご説明します。お客様にと
って最も有益であると考えられる情報に重点を置いてご説明します。その
ため、本ホワイトペーパーは、GDPR の包括的なご案内とはなっていない
ことにご注意ください 1。
GDPR は著しい変化をもたらしますが、Blackboard は、既存の強力なデー
タプライバシー慣行（例えば、当社の EU-US Privacy Shield 認定など）を基
礎にすることができ、GDPR を既存の慣行を強化する機会ととらえていま
す。当社は、今後もお客様重視を継続し、お客様のプライバシーコンプラ
イアンスをサポートいたします。
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Blackboard は、Privacy
Shield の認定を受け
ており、また、Student
Privacy Pledge の署名
企業、Future of
Privacy Forum のメン
バーでもあります。

STUDENT

PRIVACY

PLEDGE
署名企業

GDPR について知っておくべ
きこと
GDPR は、既存の EU データ保護指令 96/46（データ保護
指令）及び EU 加盟国における既存のデータ保護法（例
えば、1998 年英国データ保護法）に置き換わる新しい
EU データ保護法令です。
GDPR は、2016 年 5 月に制定され、2018 年 5 月 25 日か
ら適用が開始されました。
以下で、GDPR 要件の概要（ごく一部）を簡単にご説明
します。より詳しい情報をご覧になりたい方は、
「GDPR
に関して役立つ情報源」のセクションのリンクからご確
認ください。

なぜ新しい法令が必要か?
データ保護指令の制定から 20 年が経過し、整合性の不
足や社会的・技術的な発展に対応するための新しい法令
が必要であることを議員や立法者は認識していました。
まず優先されたのは、執行権限の強化、適用範囲の拡大
及び個人の権利の強化です。
多くの新規定（例えば、EU 圏外の効果）は、主に EU
圏外のソーシャルメディアやインターネット企業を意
図したものです。欧州の議員や立法者は、既存のデータ
保護指令ではソーシャルメディア及びインターネット
サービスを利用する EU 市民のデータプライバシー権の
保護が不十分であると感じていました。
Blackboard は、ユーザーデータの「収益化」を基礎とす
るモデルを持つソーシャルメディア企業やその他のイ
ンターネット企業とは異なる方法で事業を運営してい
ます。当社はお客様の指示に基づき、お客様とそのユー
ザーに商品やサービスを提供する目的のために、個人情
報 2 を収集・使用します。個人情報の販売又は広告の販
売のために、個人情報を収集・使用することはありませ
ん。当社は、個人情報をお客様からお預かりしているこ
と、また、このことに様々な義務が伴っていることを十
分に認識しています。当社は、個人情報の保護に関し、
お客様と同じ利益及び責任を共有しています。
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今までとどこが違うのか?

これまでと変わらない点は?

GDPR は、既存の EU データプライバシーの原
則及び概念に基づいているのと同時に、EU 圏
内のデータプライバシー体制に以下のような
大きな変化をもたらします。

GDPR の概念及び定義の多くは、データ保護指
令に関するものと同じか、これに類似していま
す。
•

•

全世界の売上高の 4％又は 2000 万ユーロ
（いずれか高額の方）を上限とする制裁金
の引き上げ

「個人データ」
（又は個人情報）の定義は、
概ね同じですが、IP アドレス、cookie 及び
デバイス識別子が明確に含まれるように
なりました。

•

商品及びサービスを EU 居住者に提供する、•
又は EU 居住者を監視する、EU 圏外の企
業に対する適用範囲の拡大

•

データ管理者に対する 72 時間以内の監督
機関への漏洩通知義務 3

「データ管理者」及び「データ処理者」の
概念は同じです（ただし、GDPR ではデー
タ処理者に対し、より直接的な責任が課さ
れます。）4。

•

同意に関する要件の厳格化

•

個人の権利の強化（消去の権利及びデータ
のを含む）

•

データ保護指令の処理に関して確立され
た原則（例えば、適法及び公正な処理、目
的の制限、必要な範囲での個人データの保
持）は維持されます。

• EU/EEA（欧州経済領域）外へのデータ移
しかしながら、最も重要な変更は、説明責任及
転は、承認されたデータ移転方式（例えば、
びプライバシー・バイ・デザインに関する新た
EU-US Privacy Shield や「モデル条項」）
な原則です。この原則では、企業に対し、効果
が使用される場合に限り許可されます 5。
的なデータプライバシー統制とプロセス、及び
GDPR に基づく制裁金の引き上げにより、既存
GDPR 要件の遵守の方法に関する詳細かつ強力
の原則及び要件（例えば、必要期間のみの個人
な文書の整備を義務付けています。
データの保持、適切なセキュリティ対策の整備）
に伴うリスクが高まる可能性があります。
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ブレグジットの影響は?
GDPR は、2018 年 5 月 25 日から 2019 年 3 月末の「ブレグジット」までは英国に直接適
用されますが、ブレグジット後も英国の基準となる予定です。
• 英国政府は、ブレグジットの前及びその後に GDPR を実施するための 2017
年英国データ保護法案（現在、制定過程）を公表しました 6。
•

ブレグジット後、GDPR は、EU 居住者に物品及びサービスを提供する英国企
業、又は EU 居住者を監視する英国企業（例えば、EU の生徒を積極的に受け
入れる英国の大学）に直接適用されます。

英国から及び英国へのデータ移転への影響：
•

ブレグジット後は、英国が、データ移転に関しては「十分性が認定される」
（つまり、ホワイトリストに含まれる）国には該当しなくなり、「第三国」
とみなされることを EU は明確にしました。

•

英国が EU 委員会による十分性の認定（例えば、移行措置の一環として）を
受けない限り、EU から英国への個人情報の移転に関して、データ移転に関
する合意又はその他のデータ移転方式が確立される必要があります。

•

また、英国は、自国がどの国に対して十分性を認定するのかを定める必要が
あります
（EU各国及び EUがホワイトリストに含める国々とする可能性あり）。
十分性が認定されない国は、英国から個人情報を移転する際に、英国が承認
するデータ移転方式（EU の採用する方式と同様の可能性あり）を使用する
必要があります。
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GDPR の正しい理解
GDPR の目的の 1 つは、より詳細な規定によって明確性を高めることです。ただし、解釈に委ねら
れる側面も依然として多く残っています。また、GDPR が複雑であることが、理解不足や大げさな
説明の原因となっています。このように生じた誤解について正しく説明すると、次のようになりま
す 7。
は、お客様の個人情報を適法に移転するためのこれ
誤解 1:個人情報の処理には、常に同意が必要で らの両方式を備えています 10。Blackboard はデータ
処理者となるため、データ移転についてお客様から
ある。
包括的な指示（これは当社の標準のデータ処理に関
事実：同意は、個人情報の処理（例えば、契約の する合意に含まれています。）を得る必要がありま
履行又は企業の「正当な利益」のために必要な処理）すが、データ移転をするたびにお客様の同意を必要
を可能にする複数の法的根拠の 1 つに過ぎません。とするわけではありません。
同意に関する基準は非常に高くなりました。例えば、
個人が自由意志によって選択することができ、いつ 誤解 4：消去の権利により、企業はその個人に
でも不利益なく同意を撤回することができる状況 関するすべてのデータを消去する必要がある。
でなければ、有効な同意と認められないことが挙げ
られます。データ処理の多くの状況で、他の法的根 事実：消去に関する新しい権利は、絶対的な「忘
拠を利用する方が妥当であるといえます 8。
れられる権利」とは異なります。消去の権利は、デ
ータが不要となった場合、及び企業が GDPR 要件
誤解 2：漏洩に関する 72 時間の通知期間は、 を満たさなくなったその他の場合において、データ
（（下請）処理者が漏洩を認識した瞬間から）の消去を求める権利です。企業がデータを保持する
正当な必要性がある場合（例えば、記録保持の必要
すべてのサプライチェーンに適用される。
を理由とする場合など）、個人情報を消去する必要
事実：GDPR では、個人データの漏洩が生じた場 はありません。
合、データ処理者は「不当な遅延なしで」データ管
理者に通知しなければなりません。データ処理者が 誤解 5：GDPR は、EU からの学生を受け入れ
管理者に通知すると、データ管理者に関する 72 時 ているすべての大学に適用される。
間の通知期間が開始します。EU のデータ保護機関
のグループである第 29 条作業部会（WP29）は、最 事実：単に EU からの学生の登録があるだけでは
終ガイドライン 9 の中で、
「不当な遅延なく」が「迅 GDPR の適用条件に達しません。GDPR は、通常、EU
速な」通知を意味することを明確にしました（前草 で設立された機関に適用されます。また、EU 圏外の
案では「直ちに」が提案されていました）。
大学にも適用されますが、大学が、EU 圏内の個人に
対して商品やサービスを提供する場合、又は EU 圏内
誤解 3：EU／EEA 圏外へのデータ移転は認め の個人の行動を監視する場合に限られます。「サービ
られない。データ移転ごとにお客様の同意があ スの提供」とみなされるには、ある程度、対象が絞ら
れることが必要です。EU の学生の登録があるという
る場合に限り認められる。
事実では不十分です。ただし、大学が積極的に EU 居
事実：GDPR は、概ね既存のデータ移転要件を維 住者を対象とする場合（例えば、オンラインのコース
持しています。このため、EU-US Privacy Shield 又 など）又はＥＵ諸国で積極的に学生を募集するような
は EU が承認しているモデル条項（データ移転の合 場合は、GDPR の適用を受ける可能性があります。こ
意）などの EU が承認したデータ移転方式を備えて のような基準は、解釈に委ねられていますので、法律
いる場合、データ移転が認められます。Blackboard の専門家のアドバイスを得ることをお勧めします。

| 6 | Blackboard の GDPR 導入によるお客様のサポート

2018 年 3 月 31 日

Blackboard

GDPR の導入

GDPR における当社及びお客様の企業
の役割

データプライバシー及び GDPR を正し
く実行することの重要性

GDPR は、「データ管理者」及び「データ処理者」
の概念を維持しています。この概念は、企業とその
全世界の売上高の 4％にあたる制裁金を受けるリ サービスプロバイダーの責任や賠償責任を決定す
スクが生じたことにより、多くの企業はデータプラ るものであるため非常に重要です。
イバシーについて、より真剣に考えるようになって
きました。当社は、優れたデータプライバシー慣行 企業が個人情報の処理の「手段と目的」（つまり個
のための積極的な事例には従う必要があると考え 人情報をなぜ、どのように使用するのか）を定めた
場合、データ管理者とみなされます。一方、データ
ています。データプライバシーは人権の一つであり、
強固なデータプライバシー慣行によって信頼が築 処理者とは、データ管理者のために、その指示に基
づき行為する企業です。
かれるからです。
大部分の Blackboard の商品及びサービス（例えば
現代社会においては、個人情報が至るところに見られ
Learn、Collaborate、Open LMS）に関しては、
ます。個人情報は、経済の新しい資源であるといわれ
Blackboard がデータ処理者、お客様がデータ管理
ることがあります。私達はオンラインサービスを利用
者とみなされます。
し、個人情報を提供していますが、個人情報に関して
は企業を信頼できない状況であることが調査によっ
GDPR は、データ処理者（例、Blackboard）に対し、
て明らかになっています。個人は自分のデータをコン
以前より直接的な要件を課していますが、大部分の
トロールできなくなったという認識が広まっており、
GDPR 要件は、依然としてデータ管理者に適用され
議員や立法者はこれに対応しようとしています。
ます（例えば、利用者に対するデータの使用方法の
GDPR は、この対応の最も顕著な例であるといえるで
通知、利用者のデータへのアクセスの要請の遵守、
しょう。企業は再び人々から信頼される存在となる必
漏洩が生じたときのデータ保護機関と利用者に対
要があります。このような信頼を築くためには、優れ
する義務的通知はデータ管理者が責任を負います）。
たデータプライバシー慣行が鍵となります。これは、
企業の競争力になるだけでなく、企業の革新にも役立
GDPR の備えとして何ができるか?
ちます。学生（とスタッフ）が企業を信頼することが
できるようになれば、情報の共有や新しいツールの利 GDPR の対象となっているすべての企業は、2018
用が促進される可能性があります。
年 5 月 25 日までに準備をしておく必要があります。
お客様が準備のためにできるいくつかの重要な行
データプライバシーにおいて失敗すると、破滅的な結
動をご説明します。手順に関する本リストは、当社
果が生じる場合があります。情報漏洩は常にニュース
自身の経験に基づくもので、包括的な説明となるも
となっています。情報漏洩が起きると企業の評判に傷
のではありません。お客様の導入に関しては、必ず
がつき、社会的な信用がなくなり、漏洩したデータの
データプライバシーの専門家に相談するようにし
所有者からの損害賠償請求のリスクにさらされます。
てください。また、多くのデータ保護機関は、GDPR
データ保護機関が最初から売上高の 4％にあたる制裁
の導入方法に関する指針を作成しています 11。
金を科すことはないかもしれませんが、データ保護機
関は他にも独自の裁量によって利用できる執行ツー
ルを多数持っています。企業に対してデータ慣行の変
更を要求し、定期的な外部監査を伴うデータプライバ
シープログラムを導入するよう強制することもでき
るのです。
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お客様はすでに 1～6 の手順を終了し、行動計画を実施中であることが望ましいですが、何時であれ開始
するのに遅すぎるということはありません。まだ対策を始めたばかりだという場合は、最も効果的な変化
を得ることができます。これにより、データ保護機関に対して、計画に基づいて行動していることを示す
ことも可能となります。GDPR を無視することは、お勧めできません。

1. お客様の企業に GDPR が適用されるかを
確認します。
お客様の企業が EU 圏内で設立された場合、
GDPR が適用されます。ただし、EU 圏外の企
業にも GDPR が適用される場合があります 12。

2. GDPR プロジェクトを確立します。

GDPR のハイレベルな要件を、様々なプロセス
やシステムのすべてにおいて明確かつ実効可能
な行動に取り入れる必要があるため、行動計画
の作成は、GDPR の最も難しい局面であるとい
えます。

7. 行動計画を実行します。

この段階では、信頼して任せるのもよいですが、し
GDPR 専門プロジェクトを策定し、実施しま
っかりと管理する方が望ましいです。この段階では、
す。理想としては、プロジェクト管理部門の
各自の期限が確実に守られるようにするため、他者
サポートを得て、すべての部署にサポートを
の行動計画を追跡することが必要です。
行う担当者を指名します。本プロジェクトは
企業のすべての部署に関わるため、各部署の
8. ベンダーを見直します。
サポートを得ることが必須となります。
GDPR においては、お客様はそのベンダーに責任を

3. プロジェクトを管理する経験豊かな
GDPR 担当者を指名します。

負うことになります。適切な契約条項を設けること
が大事ですが、それだけでは不十分です。お客様の

ベンダーが GDPR 要件を満たし、お客様のコンプラ
この担当者は単に経験豊かなデータプライバ
イアンスに貢献していることについて、安心感を持
シーの担当者であるだけではなく、十分な時
てることが必要です。ベンダーがどのように GDPR
間と情報を持ち、外部（例えば法律事務所）
を実行しているかを確認しましょう。
のサポートを受けられる人物にします。お客
様の企業が EU で設立された公的機関である 9. 法律／規制当局の展開（第 29 条作業部会ガイ
場合、データ保護責任者を指名することも必
ドライン、加盟国が制定する法律）を把握して
要です。
おきましょう。

4. 上級管理職の承諾及び管理を確保します。
上級管理職のサポート、指示及び管理なしで
GDPR プロジェクトを実行することは困難で
す。

5. 個人情報の使用を見直し、ギャップ分析を

GDPR について知っていても、
十分とはいえません。
GDPR が直接適用される一方、すべての EU 加盟国が
補足的にデータ保護の国内法を制定しています。
これらの法律は、加盟国が立法権限を有する領域（例
えば、従業員のデータプライバシー）又は GDPR に
よって詳細な法律を置くことが認められている領域

行います。

（例えば、DPO 及び DPIA に関する基準）を統制す

個人情報がどこで、どのように使用されるか、
及びどこで GDPR の強化が必要かということ
を理解することが、GDPR プロジェクトの最
初の主要段階です。

るために必要なものです。さらに、第 29 条作業部会
は、重要な指針を公表しています。常に最新状況を
把握することは難しいことですが、重要なことです
13。

6. ギャップを埋めるための行動計画を作成し
ます。
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Blackboard のプランとアプローチ
Blackboard のデータプライバシーとセキュリティ
データプライバシーとセキュリティは、Blackboard の長年に渡る主要な優先事項となっています。
当社は、GDPR を既存のデータプライバシー慣行を強化する機会ととらえています。
当社のデータプライバシーのアプローチは、常にお客様に焦点が置かれています。お客様が直面
している問題を理解し、その解決のお手伝いをしたいと考えています。
優れたデータプライバシー慣行には、強固なガバナンスモデルが必要です。Blackboard においては、
データプライバシーとセキュリティは、役員会の優先事項となっており、当社のガバナンスモデ
ル（下記のとおり）によって、上級管理職が当社のデータプライバシー及びセキュリティの取り
組みを監督します。
データプライバシーとセキュリティの重要性から、Blackboard では、グローバルプライバシー責任
者及び情報セキュリティ最高責任者 14 が、CEO リーダーシップチーム（下記の組織図を参照）に
報告を行っています。

役員会レベル

上級管理職レ
ベル

Blackboard 役員会
• データプライバシーとセキュリティは、役員会の優先事項
• データプライバシーとセキュリティを含めコンプライアンスリ
スク管理について定期的な報告受領
コンプライアンス委員会
• データプライバシーとセキュリ
ティを含めコンプライアンスリス
クに対する部門横断的監視
• CEO、最高法務責任者、
CFO、コンプライアンス責任者
を含む上級管理職メンバー

上級管理
職レベル

Blackboard セキュリティカウンシル
• 革新的かつ効果的な技術、方針及
び手順の安全な実施に対する監視
• メンバー：CISO、商品セキュリティ責
任者、コンプライアンス責任者、グロ
ーバルプライバシー責任者
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CIO カウンシル
• 会社の情報技術や関連リスクに
対する部門横断的な監視
• CIO、コンプライアンス責任者を
含む上級管理職メンバー及び人
事、財務、お客様サポート、マー
ケティング、プロダクトチームのメン
バー
プライバシープログラム・ワーキンググ
ループ
• グローバルデータプライバシープロ
グラム／GDPR の導入のサポート
• メンバー：グローバルプライバシー責
任者、CISO、コンプライアンス責任
者、PD、PM、ベンダーリスク管理部

2018 年 3 月 31 日

Blackboard

プライバシーとセキュリティ
データプライバシ
ーとセキュリティの重要性から、
Blackboard では、グローバルプライバシー
責任者及び情報セキュリティ最高責任者
が、CEO リーダーシップチームに報告を行
っています。
最高情報セキュリティ責任者

Blackboard の GDPR に対するアプローチ

機会としての GDPR

当社は、下記のアプローチを用い、GDPR の必 当社は、GDPR の導入を、単に新しい EU デー
要条件を実施する包括的なプロジェクトを策
タプライバシー要件の遵守の取り組みとみな
定しています。
しているのではなく、絶好の機会であるとも考
えています。そのため、この機会を利用して、
• GDPR の導入は、Blackboard の既存のデー 次の事項を完了することを目標としています。
タプライバシーに関する経験及びコンプ
•
ライアンス制度を基礎として行われます。
•

GDPR 導入はグローバルプライバシー責任
者が指揮し、各業務分野においては専任の
プロジェクトマネージャー及び「GDPR 担
当者」がサポートします。
•

•

GDPR の導入のサポートを受けるため、当
社は、特に、有名な法律事務所である
Bristows LLP を起用しています。

•

GDPR の導入は Blackboard のコンプライア •
ンス委員会が監督します。同委員会には、
当社の CEO、最高法務責任者及びその他 •
の上級役員が含まれます。
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グローバルなデータプライバシー慣行の
強化－当社は GDPR プロジェクトを利用
して、EU 圏内外における当社のグローバ
ルデータプライバシープログラムを強化
します。
データプライバシーコンプライアンスを
当社の日々の工程に組み込むためのプラ
イバシー・バイ・デザインのプロセスを
開発します。
お客様の GDPR コンプライアンスの取り組
みをサポートします。
Blackboard は、教育技術のデータプライバ
シー・リーダーとしての地位確立を目指し
ます。
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当社の導入計画
当社のグローバルデータプライバシー／GDPR プログラムの導入では、Bristow LLP が確立した 3
つのフェーズによる方式に従っています。この方式は、主要な技術企業を含め多くの企業に用い
られています。鍵となる 3 つのフェーズは次のとおりです。
•

フェーズ 1 - 情報収集

フェーズ 2 - 解決策の開発

•

フェーズ 2 - 解決策の開発

•

フェーズ 3 - ワークストリームの導入

ワークショップの情報に基づき、次の解決策及
び文書を開発しました。

当社はこれまでに、この 3 つのフェーズに
よる方式を使い、次の主要な 4 段階に基づ
き当社のプログラムを開発してきました。

•

社内データプライバシー文書（ポリシー及
び詳細な業務基準）の強化。これらの文書
は、GDPR の要件を反映し、様々なデータ
処理活動に関して GDPR 要件がどのよう
に達成されるか（例えば、クライアントデ
ータの処理の要件、プライバシー・バイ・
デザインプロセス）を説明するものです。

•

商品要件

•

業務分野及び必要とされる主要な取り組
みに関する実施計画

プロジェクトの立ち上げ
プロジェクトの立ち上げ段階には、次の行為が
含まれます。
•

上級管理職への状況説明及び承諾

•

GDPR プロジェクトの指揮を担当するグロ
ーバルプライバシー責任者の起用

•

•

フェーズ 3 - ワークストリームの導入

プロジェクト計画及びプロジェクト管理
の作成

最終フェーズにおいては、作成したデータプラ
イバシー文書を作成し、導入計画を実行します。
6 つの主要なワークストリームを用いて、導入
GDPR に基づく強化が必要な領域に関する
を完成させます。
現行のコンプライアンス活動についての
最初の情報収集及び評価
1. 業務分野及び商品グループに関する導入
の実行

フェーズ 1 - 情報収集（ワークショップ）

2.

この最初のフェーズにおいて、当社は、
Blackboard の各業務分野及び各商品グループの 3.
主要関係者との対話／ワークショップを体系
化して実施し、各分野内のデータ処理慣行につ
いて詳細な情報を取得しました。
4.
ワークショップの成果は、フェーズ 2 でのギャ
ップ分析の実行、解決策の開発、及び導入プラ 5.
ンの開発に利用しました。
6.
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公表している方針、通知及び同意の見直し
及び更新
ガバナンス（役割及び責任、トレーニング、
プライバシー・バイ・デザインなど）の強
化
ベンダー契約の見直し及び更新（必要な場
合）15
IT システムの変更（必要な場合）
データ処理記録の構築
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Blackboard
変更の概要
下の表は、当社が導入活動に従って、GDPR／データプライバシープログラムの最終段階
をどのように予定しているかを示します。GDPR 導入後も、引き続き当社のデータプライ
バシー慣行を改革・導入し、さらに成熟させていきます。

文書

システム

プロセス

社内

商品

• グローバルデータプ
ライバシーポリシー
• 基準（例えば、人事、
マーケティング、
クライアントデー
タ）

• 既存の商品：GDPR 要
件
• 新商品／変更済
み商品：ベスト
プラクティス

外部へのプライバシ
ー声明（「ポリシー」）

その他のシステム
• GDPR 要件

プライバシー・バ
イ・デザイン／説明
責任
• プライバシー・バ
イ・デザインのプロ
セス
• ハイリスクなデータ
使用に関するデータ
保護の影響評価
• 処理の記録
• 既存の変更プロセス
の組み込み

顧客の合意
• サービス基本契約
及びデータ処理
の合意
• 顧客データ

個人の権利の請求
（IRR）
• クライアント／エ
ンドユーザーのた
めの一貫した IRR
プロセス
•
• 従業員プロセス

従業員
ガバナンス
• アプローチ及び決定
に関する文書（例え
ば、データ保護責任者
（DPO））
• データプライバシ
ー・ワーキンググループ
• データプライバシ
ー・チャンピオンのネ
ットワーク

トレーニング
• 一般的なトレーニ
ングモジュール
• プライバシー・バ
イ・デザインのト
レーニング
• 人事トレーニング
• マーケティン
グ・トレーニン
グ
• 継続的な意識向上

ベンダー契約
• GDPR 補足条項

コンプライアンスの
審査
• 定期的なコンプライ
アンス審査のアプロー
チ
• 役員会／監査委員会
への年次報告

マーケティングの通
知
• オンライン
•イベント

従業員

• 従業員への通知
• 募集時の通
知

記号
新規
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当社の GDPR プログラムがお客様にどう役立つの
か?
Blackboard のグローバルデータプライバシー／GDPR 導入プログラムは、お客様の企業による
GDPR 導入をサポートすることに重点を置いています。以下で、主要な 7 つのポイントをまとめ、
その詳細を示していきます。

1.

GDPR 対応商品：当社は、

1. GDPR 対応商品

透明性要件、個人の権利の請求等に
ついてお客様をサポートする商品
要件を採用しています。

2.

3.

4.

当社の商品を GDPR 対応にすることによってお
客様をサポートすることは、当社の導入ワーク
ストリームの重要な局面の 1 つです。この目的
プライバシー・バイ・デザイン：当社は、 のため、当社の商品に関する最低限の GDPR／
コンプライアンス文書を促進するため、プ データプライバシー要件を定めました。これら
ライバシー・バイ・デザイン及びデータ保 の要件の多くは、全世界にわたって当社のデー
護影響評価（DPIA）のプロセスを導入し タプライバシー慣行を強化するためのアプロ
ています。
ーチに沿い、EU で提供する商品だけでなく、
データ移転：地域化、EU-US Privacy Shield、すべての当社商品に適用されます。このことに
及び EU が承認しているモデル条項による、より、GDPR の対象になる可能性のある EU 圏
外のお客様もサポートされることになります。
複数の階層によるアプローチを継続しま
す。
当社は、強力かつ集中的なプロセスを通して、

お客様との契約：当社は、標準の基本

GDPR／データプライバシー商品の要件を開発
し、外部弁護士と共に初期バージョンを作成し
ました。当社の商品開発及び商品管理チームか
当社のベンダー：当社は、強力な契約及 らの主要関係者との複数回の作業セッション
と見直しを経て、このバージョンを具体的かつ
びベンダーリスク管理の枠組みを備えて
実行可能な一般商品要件になるよう改善しま
います。
セキュリティ：当社は、セキュリティと した。その後、GDPR／データプライバシー商
品要件は、各商品グループのための商品導入プ
クライアントデータを保護するために継
続的に強化されるポリシー、手順及びガバ ランにおける特定の商品のためのアクション
に変換されました。
ナンスを確立しています。
契約に対する GDPR 対応のデータ処理
補足条項を有しています。

5.

6.

7.

漏洩に関する通知：当社は、セキュリテ
ィ・インシデントレスポンス・プロセスの
文書化およびテストを行いました。
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当社の商品要件は 16、次の通り分類することが
できます。

透明性
•

お客様にプライバシーポリシー／通知を
お知らせする能力

•

個人情報が商品において通常どのように
使用されているかに関する情報の提供

最低限のデータ、データの消去
•

•

•

不必要な分野／任意の分野に関する商品
の審査

2. プライバシー・バイ・デザイン
現代においては、自らの個人情報のコントロー
ルを維持することがますます難しくなってい
ます（このトピックのプライバシー・デイブロ
グの記事をご参照ください。）。このため、個
人、お客様及び規制当局の信頼を維持するため、
また企業が GDPR を遵守する方法を文書化する
うえで、プライバシー・バイ・デザイン及び説
明責任の重要性が高まっています。当社は、プ
ライバシー・バイ・デザインのアプローチを、
当社のグローバルデータプライバシー／GDPR
プログラムの中心に位置づけています。

これは、Blackboard にとっては、革命というよ
りは進化であるといえます。当社は、常に、新
個人情報の代わりに別名又は匿名のデー
しい商品と慣行について法的な検討を行って
タを使用する可能性に関する商品の審査
きました。当社のプライバシー・バイ・デザイ
ンのアプローチにより、このような検討の形式
（お客様／ユーザーが自身でデータを消
去することができない場合に）お客様から を整え、より適切な文書化を行っています。
の請求により個人情報を消去する能力

アプローチ

一般的な個人の権利
•

•

個人からの請求があった場合に個人情報
へのアクセスを提供し、これを訂正する能
力

•

当社は、プライバシー・バイ・デザインの
プロセスとチェックリストを文書化しま
した。

•

業務分野及び商品グループは、プライバ
シー・バイ・デザインのチェックリスト
を、それぞれの変更プロセスに取り入れ
ています。

•

個人からの請求があった場合に個人情報
を消去する能力

EU による個人の権利
•

データの携行性の請求に対処する能力（特
定の状況で機械読み取り可読な形式でデ
ータを受領する個人の権利）

•

個人情報の使用を停止する能力（特定の状
況で異議を述べる権利／制限する権利）

個人情報の使用方法に重要な変更がある
場合、プライバシー・バイ・デザインのチ
ェックリストをすべて満たすことが求め
られます。このことは、GDPR によって具
体的に義務付けられているわけではあり
ませんが、ベストプラクティスとして実行
しています。

Blackboard は既に、GDPR を考慮に入れた商品 •
セキュリティのためのプログラムを定めてい
ます。そのため、GDPR 特有のセキュリティ要
件を追加的に定めていません 17。

チェックリストによって個人情報のハイ
リスクの使用（GDPR 要件）と判断された
場合、より詳細なデータ保護影響評価
（DPIA）を行います。
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ンによってデータプライバシー又はセキュ
リティが向上するとは考えていません 18。多
くの EU クライアントは、EU 圏内に自身の
データが保存されることを望んでいると認
識しています。

下のフローチャートでこのアプローチを図
式化します。
重大な変更？
はい

•

Privacy Shield：Blackboard は、EU-US Privacy
Shield の認定を受けており、当社は、これに
より、適法に個人データを米国に移転するこ
とができます。

•

モデル条項：当社は、EU が承認している「モ
デル条項」の合意（「顧客データ移転の合意」）
により、
Blackboard グループ会社内で、 EEA 圏外へ
適法に個人データを移転することができま
す。

•

ベンダー：データ移転要件（及びその他のデー

ハイリスク？
はい
完全なデータ
保護影響評価
GDPR 要件

いいえ

プライバシー・
バイ・デザイン
のチェックリスト
ベストプラクティス

3. データ移転

タ保護義務）が確実に当社のベンダー及びパー
トナーに伝えられるように、ベンダー及びパー
トナー（例えば、IBM、Amazon Web Services）
との間で強力な契約が締結されています。

個人情報を EU／EEA 圏外に移動することが可
当社には現在 19、複数の地域データセンターがあり、
能な場合について、GDPR による大きな変更は
EU のお客様のため、EU でのデータ処理をサポート
ありません。以前の制限及びデータ移転の方法
しています。
は維持されます。このことは、EU-US Privacy
Shield 又は EU が承認しているモデル条項（デ • マネージドホスティング（Blackboard データセ
ンター）：アムステルダム（オランダ）とフラ
ータ移転の合意）などの EU が承認したデータ
ンクフルト（ドイツ）のデータセンター
移転方式を備えている場合、データ移転が認め
られることを意味します。これらの方式により、• クラウドホスティング（AWS データセンタ
個人情報は、EU／EEA 圏外に移動した場合で
ー）：AWS 地域ドイツ、フランクフルト
も適切に保護されます。
（eu-central-1）
当社は、データ移転に関するコンプライアンス
について、複数の階層による十分なアプローチ
を今後も続けます。つまり、当社は、お客様の
情報の適切な保護を徹底するための複数の方
法によって、データ移転要件に対応していきま
す。
•

地域別ホスティング：当社は、地域別ホ
スティング戦略を行っており、ほぼすべて
の商品が EU 圏内でホスティングされ、そ
れ以外の商品は、地域別のホスティングソ
リューションに移動されます。GDPR では
地域別の保存が義務付けられていません
が、当社は、データのローカライゼーショ
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AWS データセンターは、ISO 27001 及び ISO 27018、
SOC2 の証明及び要件を満たし、GDPR 並びにドイ
ツの C5 及び IT-Grundschutz などの地域的な要件を遵
守するホストです 20。
EU のお客様のためのほとんどの商品（Learn 9.1、
Learn SaaS、Open LMS 及び Collaborate）について
は、お客様の個人情報がこれらのデータセンターに
保管される一方、EU／EEA 圏外から本データにアク
セスするためには、商品及びサービスの提供（年中
無休サポートなど）が必要であることを理解するこ
とが重要です。EU-US Privacy Shield の認定やモデル
条項によって、当社は上記のようなデータの移転が
可能になります。

2018 年 3 月 31 日

Blackboard

4. お客様との契約

5. ベンダーの管理

データ保護指令では、データ管理者に、ベンダ
ー（データ処理者）との契約を義務付けていま
すが、契約の内容を詳細に規定していません。
一方、GDPR は、より規範的となり、義務付け
られる事項について、リストを示しています 21。

Blackboard は、お客様に対する商品及びサービ
スの提供の補助のため、ベンダー（例えば、IBM、
Amazon Web Services）を利用しています。これ
によりお客様の個人情報へのアクセスが必要
となりますが、Blackboard は、ベンダーのデー
タプライバシー慣行につき責任を負います。

当社の現行の標準的なデータ処理に関する補
足条項は、義務付けられている下記の事項をす
べて含んでいます。当該条項は、GDPR の対象
となるお客様との標準的な基本契約に自動的
に含まれるものです。
✓

指示がある場合に限り、個人データを使用
すること

•

当社がお客様との間で締結した条項と実
質的に同様の条項を課す、プライバシー及
び GDPR の補足条項を含む第三者との強
力な契約

•

次のベンダー（下請処理者）のみを起用す
ること

当社ベンダーへの適法なデータ移転を可
能にする「モデル条項」の合意、又は、GDPR
及び Privacy Shield 補足条項

- データ管理者が承認した者（一般的な •
承認で足りる）

文書化されたベンダーリスク管理ポリシ
ー及び枠組み

- 契約上、同様のデータ保護義務に従うこ •
とを義務付けられている者

個人情報にアクセスする新規ベンダーは、
データプライバシーの遵守に関する質問
を含むベンダーセキュリティ評価アンケ
ートに回答する必要があります。

✓

スタッフは秘密保持契約書を締結する必
要があること

✓

適切なセキュリティ対策を備える必要が
あること

✓

✓

当社の GDPR プログラムの一環として、当社は、
プライバシー・バイ・デザインのアプローチと、
既存のベンダーリスク管理及び調達プロセス
とを密接に結び付けています。その結果、主に
次のような管理を実施しています。

個人の権利の請求に対応することによっ
て管理者を補助すること

•

✓

セキュリティ対策、漏洩通知及びデー
タ保護影響評価によって管理者を補助
すること

✓

契約終了時にデータを返却又は削除する
こと
•

✓

データ管理者の法令遵守を証明するため
に必要な情報を提供すること

✓

データ管理者からの指示が GDPR に違反し
ている場合、迅速にデータ管理者に知らせ
ること
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•

Blackboard が管理するシステムにアクセス
するベンダーは、Blackboard の社内アクセ
ス管理、並びに本人確認及び認証に関する
ポリシーに従う必要があります。該当する
場合は、アカウント審査も含まれます。
ベンダーは、承認された方法（例えば、VPN）
を通して、Blackboard の情報にアクセスす
る必要があります。
ベンダーは、トラフィック、ユーザー及び
アセットについて制限付きのアクセスが
認められています。

2018 年 3 月 31 日
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6. セキュリティ
個人情報のセキュリティに関する技術上及び業務上の対策（「TOM」）は、GDPR による実
質的な変更はありません。このような対策は、データ保護指令においても、関係するリスク
に対して「適切である」ことが要求されていました。そのため、当社は、既に確立した情報
セキュリティプログラムを継続して利用していきます。

情報セキュリティリスクの管理

GDPR 以外の法令

当社は、事業全体の IT セキュリティリスクを管
理するためのポリシー、手順、ガバナンス及び
技術的要件を確立しています。

教育業界のグローバル企業として、当社は、該
当する地域の教育業界に該当するデータプライ
バシーとセキュリティ関連法及び規則を常に確
認しています。

Blackboard スタッフは、勤務初日から、お客様の
個人データを保護する自らの義務を理解しなけ 以下は、当社がセキュリティポリシー、手順及
ればなりません。
び技術的管理を向上させる場合に、GDPR に加え
て考慮すべき、セキュリティ及びデータプライ
• 機微情報を保護するためのポリシーの理解
バシーに関する規則、基準及び枠組みの一例で
• 毎年のユーザーセキュリティ及びデータプ
す。
ライバシーのトレーニング
•
米国家族の教育上の権利及びプライバシー
• フィッシングに対する訓練
法（FERPA）、児童の権利保護修正法（PPRA）
• 意識向上のための通知
の保護
当社のスタッフによるデータの保護のため、次
の要件を設定しています。
•

•

•

データの分類は、各データ形式を保護するた •
めの要件によって定義されています。お客
様のデータ（企業とその生徒のデータ）を •
最も秘密性の高いものととらえます。
•
データを保護するため、
次のような技術的管
•
理を行います。

-

暗号化の使用

-

迅速なセキュリティのアップデート

-

認証コントールの強化

-

悪意のある電子メール及びウェブトラフィ

ックからの保護

-

エンドポイント保護技術

-

知る必要のある範囲に限るアクセスの制限
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•

米国児童オンラインプライバシー保護法
（COPPA）
米国州法（既存及び将来の 50 州の法を合わ
せたもの）
米国政府の基準 - FedRAMP
PCI データセキュリティ基準（該当する場合）
ISO／IEC、OWASP、NIST
国際的な基準（MTCS、IRAP）

セキュリティ成熟度評価及びロード
マップ
当社は、引き続き、技術上及び業務上のセキュ
リティ対策を強化するため努力していきます。
次のページの図では、当社の継続的な成熟度評
価及びロードマップを示します。

2018 年 3 月 31 日

Blackboard

枠組みの採用：セキュリティ成熟度評価及びロードマップ
枠組みとのギ
ャップの評価
保護の実行及び結果
の検討

能力成熟度スコア
及び優先順位

・認可の拡大の継続

財源の割当て

発展の検証

・脅威情報（スレット
インテリジェンス）の
統合の推進

スケジュー
ルの作成

・認証コントールの推進
・広範囲の脅威に対するセキュリティ
業務の集中化
・身元確認管理及びロールベースアクセ
ス制御の推進
・ガバナンスの確立
・企業のセキュリティポ ・回復戦略の推進
リシーの標準化
・プロダクト・ベースライン・セキュ
・可視化の強化
・専用の情報セキュリティプ ・セキュリティ機能を向 リティ制御
上させ、事業及びリス
ログラムの構築
・GDPR サポート
ク判断の通知を改善
・インシデントレスポンス
・広告の証明書
戦略の標準化

7.

漏洩に関する通知

GDPR の重要な変更の 1 つは、個人デー
タの漏洩について通知が義務付けられた
ことです。当該通知は、管轄権を持つデ
ータ保護機関及び（場合によっては）影
響を受ける個人に対して行われます 22。
Blackboard は、ほとんどの商品及びサー
ビスについて、GDPR 上のデータ処理者
23
となります。そのため、Blackboard に関
わる漏洩が生じた場合のデータ保護機関
及び個人に対する通知義務は、お客様が
負うことになります。ただし、GDPR で
は、このような場合に、Blackboard など
のデータ処理者が、不当な遅延なしで（つ
まり「迅速に」）24 お客浅に通知を行う
ことを義務付けています。
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当社は、お客様に関係する個人データ漏洩が
Blackboard で発生した場合に、お客様が義務を履行す
るのをサポートするための次の対策を実施していま
す。
• Blackboard のセキュリティ・インシデント・レスポ
ンス（SIR）プロセス
-

文書化済み、定期的な試験

インシデント発生時の迅速な身元確認、調査
及び改善
- お客様に対する迅速な通知が可能

-

-

確立したセキュリティ・インシデント・レ
スポンス・チーム（情報セキュリティ最高
責任者及びグローバルプライバシー責任者
を含む）への相談

• 当社のお客様への迅速な通知義務は、標準的な基
本契約及びデータ保護に関する補足条項で明示的
に規定 25

2018 年 3 月 31 日
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まとめ
GDPR により、2018 年 5 月 25 日の施行日以降、影響のある重大な変更が生じます。本書が GDPR の
導入の成功においてお客様のお役に立ち、Blackboard が GDPR 及びデータプライバシーの遵守につい
て真剣に考えていることのご理解につながりましたら幸いです。
次のセクションでは、役立つ情報源、及び本書に対するご意見及びフィードバックの連絡用電子メー
ルを記載します。

GDPR に関して役立つ情報源
以下のリンク先の情報源は、オンラインで提供されている資料のうち、役立つと考えられるものの一
部です（包括的なリストではありません）。
GDPR がお客様にどのように適用されるかについて詳細な分析を行う場合には、専門家のアドバイス
を求めるようにしてください。データ保護の専門家（相応しい法律事務所など）に相談することが重
要です。
EU の公式な情報源

•
•
•

& Bird の加盟国法調査）

GDPR 原文

（各国の GDPR の変動の調査）

第 29 条作業部会ガイドライン

•

Linklaters’ GDPR survival guide（Linklaters の
GDPR サバイバルガイド） （PDF 形式）

欧州委員会 GDPR ウェブサイト
EU データ保護機関の資料

•

•

英国情報コミッショナー事務局（ICO）が優れ
た GDPR に関するウェブサイトを公開してお

•
り、平易な言葉で書かれた有益な資料が掲載さ
れ、常時アップデートされています。

•

•

•

•
アイルランドデータ保護委員会（DPC）は、専
用の企業のための GDPR のページを公開して
います。
フランスの情報処理及び自由に関する国家委
•
員会（CNIL）は、無料のプライバシー影響評
価のためのソフトウェアを含む複数の英語の
資料を提供しています（その他フランス語によ

White & Case GDPR handbook（White & Case
の GDPR ハンドブック）
その他の機関
英国の JISC は、GDPR に関して役立つ情報、イベ
ント及びブログを掲載しています。
UCISA は、GDPR のベストプラクティスに関する文
書 を、実務的なステップとケーススタディと共に公
開しています。

る資料は多数あります）。

国際プライバシー・プロフェッショナル協会（IAPP）
は、ヨーロッパのデータプライバシーの展開に関す
る優れた（無料の）週刊ニュースレターを発行して
います。

•
スペインのデータ保護機関（AEPD）は、教育
機関向けの案内を提供しています（PDF 形式、
スペイン語）。

IAPP は、役立つ overview of providers of data privacy
tools（データプライバシーツールのプロバイダーの
概要）（PDF 形式）を公開しています。

•
法律事務所のご案内

Amazon Web Service は、専用の GDPR Centre
（GDPR
センター）を持っています。

Bird & Bird’s guide to the GDPR（Bird & Bird
の GDPR 案内）

•
•

Bird & Bird’s Member State laws tracker（Bird
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スタッフ紹介

Rebecca McHale

最高情報セキュリティ責任者

Stephan Geering
グローバルプライバシー
責任者
•

全世界のデータプライバシーとセキ
ュリティの関連法の遵守についての
責任者

•

グローバルデータプライバシー／
GDPR の導入プログラムの指揮

•

最高法務責任者への報告、Blackboard
の法務チームのメンバー

•

ロンドン在住

Stephan の略歴：
•

弁護士／スイスの州データ保護機関
のデータ保護コミッショナー代理
（2002～2008 年）

•

University College London にて LLM 取
得（2008～2009 年）

•

Barclays のグループ・プライバシー部
門のアソーシエート・ディレクター
（2010～2012 年）

•

Citigroup のデータプライバシーオペ
レーションの EMEA 地域部長（2012
～2014 年）

•

Citigroup の EMEA 及び APAC プライ
バシー最高責任者（2014～2017 年）

•

CIPP/E 資格取得

•

商品及びインフラの戦略の指揮

•

Blackboard サイバーセキュリティ・ガバナ
ンスの監督

•

最高商品責任者への報告

•

ワシントン DC 在住

Rebecca の略歴：
•

2016 年 Blackboard 入所。近年、セキュリテ
ィチームを統合し、社内のセキュリティ組
織でより重要な役割を担当。

•

University of London の Royal Holloway カレ
ッジにて、MS Discrete Mathematics 及び
Computing Applications 専攻。

•

米国政府及び企業（国務省、運輸保安局
（TSA）及び連邦預金保険公社（FDIC））
にサービスを提供する Novetta 及び CSRA
で、サイバープログラムに関する元上級デ
ィレクター

詳細情報
さらに詳しい情報は、当社の専用のデータプライバシー及び セキュリティコミュ
ニティのページ でご確認ください。
また、当社は、データプライバシーに関するニュースレターも発行しています。ニ
ュースレターの受信をご希望する方、又は本ホワイトペーパーに関してご質問やフ
ィードバックのある方は、当社（ privacy@blackboard.com）までご連絡ください。
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参照

1

2

3

4
5

6

7
8

GDPR に関するより詳しい情報をご覧になり
たい方は、本書末尾の「GDPR に関して役立
15
つ情報源」のセクションをご確認ください。
当社は「個人データ」ではなく主に「個人情報」
の用語を使用しますが、「個人データ」の意味
及び範囲と違いはありません。
データ管理者とは、データ処理の手段と目的（つ 16
まり個人情報をなぜ、どのように使用するのか）
を定めた企業をいいます。
「GDPR における当社及びお客様の企業の役
割」のセクションをご参照ください。
データ移転に関するさらに詳しい内容は、下記の 17
「GDPR の正しい理解」のセクションをご確認
18
ください。
法律の概要につきましては、ICO の「An
introduction to the Data Protection Bill」をご参照く
ださい。
GDPR の誤解については、UK ICO のブログ記事
もご参照ください。
「WP29 (draft) Guidelines on Consent under
Regulation 2016/679」（WP259）及び ICO の同意
19
に関する案内もご参照ください。

タッフ紹介」のセクションをご参照ください。
EU-US Privacy Shield 認証プロジェクトの一環と
して、当社は、既に、EU の個人情報へのアクセ
スを有する当社のベンダー（下請処理者）との
契約書の大部分において、必要な GDPR 契約条
項を追加しています。
すべての商品要件が全商品に適用される訳では
ないことにご注意ください。例えば、一部の商
品には、該当するプライバシーポリシー／通知
へのお客様用のリンクを示すユーザーインター
フェースが付いています。
詳しい内容は「セキュリティ」のセクションをご
参照ください。
ネットワーク又はシステムが一旦インターネッ
トに接続されると、データの物理的な位置はセ
キュリティの脅威に対してほとんど影響しませ
ん。データの位置についての根拠は、Amazon
Web Services（AWS）のホワイトペーパー「Data
Residency AWS Policy Perspective」（特に 2 ペー
ジ及び 3 ページ）をご確認ください。
本書の作成日現在

20 認可及び法的遵守に関するリスト全体について

は、「AWS Compliance Programs 」をご確認くだ
WP29 Guidelines on Personal data breach notification
さい。
under Regulation 2016/679
（WP250rev.01）をご参照ください。
21 GDPR 第 28(2)-(4)条
10 「データ移転」のセクションもご参照ください。
22 GDPR 第 33 条及び第 34 条
11 一例として UK ICO の「 Preparing for the GDPR 23 データ処理者の役割については、「GDPR におけ
12 steps to take now」（PDF 形式）をご参照くだ
る当社及びお客様の企業の役割」のセクション
さい。
をご参照ください。
12 「GDPR の正しい理解」のセクションもご参照く
24 個人データ漏洩の通知の時期及び手順に関する
ださい。
さらに詳しい内容は、上記の「GDPR の正しい
13 「GDPR に関して役立つ情報源」のセクションを
ご参照ください。
理解」のセクションをご確認ください。
14 グローバルプライバシー責任者及び情報セキュ 25 「お客様との契約」のセクションもご参照くださ
い。
リティ主任責任者に関するさらなる情報は、
「ス

9
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