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EUの新しい一般データ保護規則 (GDPR) は、個
人情報に関する世界で最も重要な法制度です。
組織は、顧客の信頼と売上の損失、セキュリティ
侵害、罰金、制裁、訴訟といった形で現れるリス
クに備えるために、この規則を遵守する必要が
あります。 

 
では、顧客データの管理を強化し、顧客ニーズ
をより深く理解し、全体的な生産性を高めるた
めに、組織はどうすればよいのでしょうか。
Micro Focus®はその疑問に答えることができ
ます。 

 
Micro Focusは、GDPRの具体的なユースケース
に対応付けられた妥協のない包括的な一連の技
術によって、コンプライアンスを支援します。深
い情報インサイトに裏付けられたモジュラーソ
リューションの独自の組み合わせにより、組織
のGDPR対応を進め、顧客からの信頼を高め、
GDPRをビジネスにとっての積極的な差別化要
因とするためのお手伝いをします。 

 
深い情報インサイトを通じた 
コンプライアンス 
現在GDPR対応のために用いられている方法
の多くは、効果的とは言えません。規制の条項
は複雑であり、解釈の余地が広いので、具体的な

要件を判定してテクノロジーを対応付けるのは
困難です。さらに、現在利用可能なテクノロジー
ソリューションの多くは、柔軟性が低く、複数の
個別製品から構成されており、分析機能をコア
に組み込んでいないため、今日の企業が一般的
に持っている大量のデータに対する処理を自動
化できません。 

 
Micro Focusでは、インテリジェントなモジュ
ラーソリューションのセットを提供すること
で、GDPRの対象となる可能性がある顧客デー
タを識別して対応できるようにします。当社の
セキュリティおよび情報マネジメント/ガバナ
ンスソリューションは、GDPRの具体的なユー
スケースに対応付けられているので、GDPRコ
ンプライアンスの達成に役立ちます。この幅広
いポートフォリオは、豊富な分析機能に支えら
れており、クリティカルなデータ、あるいは、セ
ンシティブデータを自動的に選び出すことで、
情報の分類を効率化するために役立ちます。こ
のインサイトを利用することで、ガバナンスポ
リシーを適用し、データの漏洩を検出して対応
し、バックアップ/リカバリを強化し、使用中、
伝送中、保管中のすべての状態でデータを保護
することができます。 

 
センシティブ顧客情報の分類と処理 
Micro Focusの情報マネジメント/ガバナンスソ
リューションを採用すれば、GDPR要件の対象

となる可能性があるセンシティブ顧客情報を分
類して処理できます。Micro Focusは、罰金や制裁
といった金銭的リスクへの対処だけでなく、顧客
や市場のニーズに関する戦略的インサイトを強
化することを通じて、ビジネス自体の成長にも
寄与します。 

 
Micro Focusの支援分野 

ガバナンス 

1 ポリシーベースのガバナンス 

Micro Focus Secure Content Management 
Suiteを使用すれば、情報のライフサイクル全
体を通じて、ポリシーに準拠した情報管理を
実現できます。顧客データに関する深いイン
サイトを利用して、この情報の保護、利用、処
理のプロセスを効率化し、コスト効率を高める
ことができます。Micro Focus Content Manager

を中心的なリポジトリとして利用することで、
セキュリティ、コンプライアンス、ガバナンス
に関するポリシーを確立し、情報ライフサイク
ル全体にわたって適用することができます。
Digital Safe Suiteは、コミュニケーションチャ
ネルを通じたデータの保持、監督、監視、廃棄
の管理によって、規制要件へのコンプライアン
スの徹底を可能にします。 
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2 訴訟管理 

Micro Focusは、組織が適切な情報を適切なタイ
ミングで利用して、訴訟に迅速かつ正確に対応で
きるようにします。Digital Safe Suiteでは、訴訟
に対する準備を常に整え、訴訟や調査に迅速かつ
正確に対応する能力が得られるだけでなく、早期
訴訟評価、eDiscovery、保証ホールドにも対応で
きます。このソリューションを利用することで、
偶発的なデータ損失のリスクを減らし、
eDiscoveryの時間を短縮し、手作業による情報の
レビューに関連するコストを削減できます。 

 
識別 

個人データ評価 

構造化データや非構造化データのデータマッピ
ング、個人データの分析とタグ付けといった、コ
ストがかかり、エラーが起きやすい手動プロセス
を自動化して取り除くことで、Micro Focusの分
類テクノロジーであるMicro Focus ControlPoint

およびMicro Focus Structured Data Managerは、
GDPR要件を満たすための最初の重要なステッ
プを容易にします。これまでは、この部分がコン
プライアンス達成の障害となっていたのです。こ
れらのソリューションを活用すれば、組織の
GDPR対応度とリスクエクスポージャーを理解
し、GDPR要件に関連する情報を効率よく自動的
に識別して、システマティックにポリシーを適用
することができます。これにより、セキュリティ、
データ保護、ライフサイクル管理といった目的を
達成することができます。 

 
アクション 

暗号化 

GDPRでは、センシティブ個人データの処理に
関連するリスクを軽減する適切な方法として、
暗号化と仮名化に関する指針を提供していま
す。Hyper Format Preserving  Encryption (FPE) を

搭載したMicro Focus SecureDataは、センシティ
ブ個人データを保護するための実証済みの標準
に基づく方法であり、既存のビジネスプロセス
に影響を与えずに上記の基準を満たすことを可
能にします。Hyper FPEは、ビジネスの機能と
データの分析価値を保持しながら、暗号化と仮
名化の機能を提供します。このため、GDPRへの
コンプライアンスを実現するためにきわめて有
用 な テ ク ノ ロ ジ ー で す 。 Stateless Key 

Managementは、オンデマンドでキーを生成する
ことで、暗号化に伴う複雑さを最小化します。 

 

侵害の検出、対応、報告 

Micro Focus ArcSightソリューションは、侵害を
リアルタイムで検出し、管理して解決するシス
テムの展開を可能にします (侵害されたデータ
の特定、影響を受けるユーザーの特定、関係者へ
の通知など)。 

 
ArcSightソリューションは、業界をリードする手
法により、複数のデータコントロールポイント
でのビッグデータ分析を利用して誤検出を除去
し、攻撃を初期段階で自動的に検出します。これ
により、きめ細かい制御と監視を実現し、GDPR

の通知ガイドラインに迅速かつ効果的に適合す
るとともに、データの侵害を発生と同時に止め
ることができます。 

 
分析 

防衛的廃棄 

「"忘れられる権利" の対象となる可能性があ
る情報をどのように識別して廃棄するか」と
いう重要な質問に答えるのが、ControlPointと
Structured Data Manager (SDM) です。これら
のソリューションは、Micro Focusの強力な分
析機能を利用して、これまで分離されていた
データサイロを結び付け、情報のきめ細かい
把握を可能にし、GDPR規制の対象となる可能

性があるクリティカルあるいはセンシティブ
データを明らかにします。 

 

バックアップ/リカバリ 

Micro Focus Data Protector Suiteは、コアから
エッジまでの顧客情報の保護というGDPRの要
件に応えるために役立ちます。この包括的なソ
リューションスイートを使えば、リアルタイム
の分析とガイド付きの最適化を組み合わせるこ
とで、GDPR要件に関する相対的な重要性に基
づいて、情報を適切なタイミング、適切な方法
で適切なメディアにバックアップできます。こ
れにより、コストを削減しながら、リカバリと
サービスレベルに関する厳格な期待値に応える
ことができます。 

 
セキュリティ保護 

侵害防止 

Micro Focusでは、脆弱性の発見、セキュリティ
ギャップへの対処、侵害による貴重なデータの
損失の防止のためのサイバーセキュリティテク
ノロジーの展開もサポートしています。 

 
SecureDataを使用することで、標準に基づく実
証済みの暗号化およびキー管理テクノロジー
を導入して、保管中のデータ、移動中のデータ、
使用中のデータの保護を企業全体で実現でき
ます。 

 
Fortifyソリューションを使用すれば、アプリケー
ションの脆弱性をソースコードから自動的に検
出し、脆弱性を修正するためのコードレベルの
変更に関するアドバイスを入手するとともに、
実行中の.NETおよびJavaアプリケーションを既
知の脆弱性から自動的に保護し、信頼性の高い
アプリケーション開発を実現して、ビジネスプ
ロセスに大きな影響を与えるリスク分野に対
処するための重要なサポートを得ることがで
きます。 
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GDPRコンプライアンスのための 
重要な考慮事項 
2018年5月の期限が目前に迫りつつある今、
GDPRコンプライアンスへの準備が正しく進め
られているかを確認することが大切です。
GDPRの各条項にどの程度対応できているかを
理解するには、確実な基盤を用意し、的確な質問
をすることが重要です。Micro Focusの専門知識
と経験は、GDPR対応の道筋の始めから終わり
に至るまで、次のような重要な質問に答え、対処
するために役立ちます。 

現在の対応状況はどうなっているか? 

規制の対象となる情報やセンシティブ個人
データはどこにあるか? 

自社が管理している情報を必要とする法的手
続に、高いコスト効果で対応するにはどうす
ればよいか? 

センシティブデータのセキュアな保護、保
存、バックアップを確実にするにはどうすれ
ばよいか? 

「忘れられる権利」に従って廃棄する情報をど
のようにして識別すればよいか? 

GDPRで要求されている期間内に侵害を報告
できるか? 

自社の全体的リスクプロファイルをどのよ
うに軽減するか? 

 
GDPRコンプライアンスの達成の 
パートナーとしてMicro Focusが 
ふさわしい理由 

Micro Focusには、GDPRバリューチェーン全
体にわたる広範な製品群と専門知識があり
ます。 

Micro Focusには、世界中の組織で実証されて
いる情報管理とガバナンスのためのソ
リューションの広範囲のポートフォリオが
あります。 

Micro Focusは、アーカイブ、eDiscovery、構
造化データ管理テクノロジーの分野での
マーケットリーダーです。 

Data Protector Suiteを使えば、より多くのス
テージでより多くの情報インサイトを得るこ
とができ、シンプル化、リスク軽減、コスト削
減を実現できます。 

Digital Safeは、データセンタークラスのセキュ
リティ、可用性、スケーラビリティを備え、
SOC 2規格に基づく監査を受けた世界最大ク
ラスのプライベートクラウド上に構築されて
います。 

Micro Focusは、150以上のSOCの評価と、50以
上のSOCの構築を行った実績があります。 

お客様は、5,000人以上の有資格のセキュリ
ティプロフェッショナルと、10個所のグローバ
ルセキュリティオペレーションセンターにア
クセスできます。 

 
詳細情報:  

software.microfocus.com/ 
marketing/gdpr 
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