
D ATA  I N T E L L I G E N C E

包括的で持続可能な GDPRプライアンスの加速化 
ASG Data Intelligence

5 月以降の GDPR コンプライアンスに向けて準備を進めるうえで、全 99 条のうち 
35 条は “実用的” だと考えてください。それらには、データの使用方法の評価と、
ビジネス サービスとテクニカル データの処理の調整に必要な作業が規定されて
いるのです。ASG Technologies の Enterprise Data Intelligence ソリューション
は、GDPR を遵守するためのテクノロジーと構造化アプローチを提供します。

100 以上ものスキャニング デバイスを備えた ASG の Enterprise Data 
Intelligence ソリューションは、管理対象の個人データを特定し、現在と将来の顧客
データを保護して競争力を高めます。 

ASG が提唱する 5 ステップ プロセスを導入すれば、企業全体のデータを管理して
継続的に価値を引き出すことができます。あるいは、マネージド サービスの導入部
門に所属するデータ管理専門のプロを必要とする場合も、ASG はこの要求に柔軟
に対応できます。

Enterprise Data Intelligence ソリューションは、ビジネス用語集内のビジネス ポリ
シーと用語、企業リポジトリ内のエンタープライズ データ、および Intelligent Data 
Catalog 内のデータ レイク情報を紐づけます。 

主要機能 
• 構造化/非構造化環境か

ら個人データを見つける

• 部門やシステムの枠を
超えてプライバシー デ
ータを表示する

• 個人データをすぐに保
護するためのアプリケ
ーション オンボーディン
グ プロセスを作成する 

• 規制とプライバシー ポリシー
に対応した用語集を構築する 

• メインフレーム、分散システ
ム、およびクラウド プラット
フォームをカバーする幅広い
ソースへのインタフェース 

• ダッシュボードやレポート、
またプログラム管理ダッシ
ュボードでプライバシー評
価を表示して、コンプライ
アンスの進捗を追跡する

• データ ガバナンスの
機能で、問題の検知と
同時に解決を図る 
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•  ビジネス アセット インベントリ
•  データ インベントリ
•  重要なデータ要素

•  ダッシュボード & レポート
•  ワークフロー

•  データに対する企業コ
ラボレーション

•  付加価値の提供
•  データ セントリックな組

織の構築

•  ビジネスからテクノロジー
までの調整

•  ソース認証
•  使用データとのマッピン

グの作成

•  アプリケーションのオ
ンボーディング

•  影響分析
•  問題管理
•  変更管理

企業にとって最も重要なデータを管理しつつ、継続的な利益と価値を提供する加速した
ソリューションをご活用ください。 

http://www.asg.com/jp


ASG Technologies は、他に類のない統合プラットフォームとフレキシブルなエンド ツー エンド ソリューションを提供するグローバ
ルなソフトウェア会社です。ASG は、情報管理と IT システムの両方に対応する唯一のソリューション プロバイダーとして、世界中で 
3,500 社以上のお客様を抱えています。弊社の詳細については www.asg.com/jp をご覧ください。
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企業が使用するすべての個人データを見つけて管理する
このソリューションは、個人データを扱うすべてのビジネス プロセスを特定します。また個人データのすべてのインスタンスの場所を見つけて
分類します。さらに、担当するチームと個人を特定し、彼らが企業コンプライアンスの実現に貢献するのを支援します。

構造化された管理プロセスでコンプライアンスを実現 - ASG 
のグローバル プロフェッショナル サービス チームは、多数のエンタ
ープライズ情報管理プロジェクトに携わり、その経験から得た専門知
識を駆使して、持続可能でコンプライアンスに沿った環境の作成をお
手伝いします。私たちの専門知識は、アメリカ、ヨーロッパ、およびア
ジア太平洋圏の広い地域で多くのエンタープライズ情報管理ソリュ
ーションを提供してきた実績に基づいています。 

個人データ インベントリの作成 - ASG のビジネス用語集は、プラ
イベート ポリシー、規制、および影響を受けるビジネス エンティティを
特定して分類するための中心地です。個人データを扱うビジネス プ
ロセスは、それが収集、変更、また共有する情報と関連付けられます。

Enterprise Data Intelligence ソリューションは、アプリケーションと
データ ソースをスキャンして、企業全体で使用されている個人データ
を発見して追跡します。  

個人データ管理プロセスの構築 - ASG の Enterprise Data 
Intelligence ソリューションは、アプリケーションの自動ディスカバリ
ー、個人データの特定、重要度の割り当て、およびアプリケーション所
有者の特定を支援します。  プライバシー ポリシーや規則はデータ要
素と関連付けられ、データ リネージ専用の機能を使用してカスケード
できるため、自動ディスカバリーをスピードアップできます。

データ ガバナンスは、特定された問題のログを記録し、アプリケーシ
ョンとデータの所有者およびその他の関連する部門に通知して、問
題が解決されるまでを管理します。

スキャニング プロセスは、個人データの使用に関する変更を識別し、
サブスクライブしているユーザーにスナップショット レポートを自動
的に通知します。そのため、変更を迅速に把握できます。

テクノロジーと業務の枠を超えたリネージの生成 - ASG のデー
タ リネージ分析は、個人データの任意のシード アイテムから、そのす
べてのインスタンスを逆方向にも順方向にも追跡できます。異なるア
プリケーションやデータストアにわたって、ビジネス プロセスからポ
リシーまたプライバシー要件に至るまでを追跡し、異なる管轄領域全
体でさまざまなポリシーを適用できます。データのアクセス、移動、ま

たは変更が発生すると、Enterprise Data Intelligence ソリューショ
ンは変更前の名前やその他のラベルを使用してそれを追跡し、関連
するすべてのアイテムを個人データの対象としてマークします。  

プロセスの可視化 - 個人データのレポート、ダッシュボード、およ
びクエリーによって、個人情報アイテムの詳細と GDPR コンプライア
ンス プロジェクトのステータスの透明性をデータ保護オフィサー、デ
ータ ガバナンス チーム、および業務部門に対して確保できます。こう
した成果物を活用すれば、監査要求を満たしつつ、プライバシー影響
評価を文書化することができます。これは、データ主体の権限を脅か
す可能性のあるテクノロジーおよびプロセスを所有する企業にとっ
ては必須条件です。

GDPR の成功をデータ管理のベスト プラクティスの基盤に - 
ASG の Enterprise Data Intelligence Accelerator パッケージは、
評価、実装、運用の 3 つのフェーズをサポートします。作成されたナレ
ッジ ベースやプロセスは、データから新しい価値を創出するための
基盤です。データ ポートフォリオは、データとして管理したり、ビジネ
ス プロセスと関連付けたり、その価値を評価したり、プロセスの効率
性を高めるために追跡したり、また発生した問題を解決するように制
御したりできます。データ リネージ分析は、根本原因の特定や影響分
析はもちろん、迅速で正確な意思決定に必要なビジネスの理解とい
った、重要なアクティビティの基盤を提供します。データ管理は、組織
がすべてのデータ価値を取得するまで基幹業務ごとに段階的に構築
することができます。

ASG の Data Intelligence ソリューションで責任を果たして
罰則を回避 
GDPR の罰金は、最高で 200 万ユーロまたは総売上高の 4 % にも
のぼるため、企業の利益を著しく損なう可能性があります。データの
漏洩が発生すると、データ管理とデータ処理の両方の組織が責任を
負うことになります。外部処理でも責任を逃れることはできません。  
  
ASG の Data Intelligence ソリューションは、GDPR の潜在的なリス
クの管理も行います。  
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