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概要 

企業が社会の信頼を獲得するためには、データ保護

と情報セキュリティについて、強固な戦略を持つ必要

があります。データ保護と情報セキュリティへの十分

な対応は、一流のプロフェッショナルファームにとって

欠くことのできない要素となります。 

EY のデータ保護と情報セキュリティについては、クラ

イアントの皆さまも同様に高いご関心をお持ちである

ことから、EY では、「Protecting your data」という冊

子を作成し、データ保護と情報セキュリティに対する

EY の考え方を公表しております。本文書では、

「Protecting your data」の内容を前提としながら、

EY が世界各国のメンバーファーム間で個人データが

どのようにやりとりしているかについて、より詳細にご

説明させていただくとともに、EY の拘束的企業準則

（BCR）プログラムについて、クライアントの皆さまにと

っての BCR の意義も踏まえながら、ご説明します。 

国際的なデータを移転に関する法令上の規制 

欧州では、国際的な個人データの移転は、データ保護に

関する法令によって厳しく規制されています。欧州連合

（EU）では、欧州の法令上の要件を満たす包括的なデー

タ保護措置を講じていない欧州経済領域（EEA）外の

国々は、個人のデータ・プライバシーに関する権利につ

いて十分な保護水準が確保されているものとはみなされ

ません。そして、欧州のデータ保護関連法令は、個人デ

ータをこうした国々に移転することを禁じています。その

ため、法的に十分と評価される保護措置をとらない限り、

EEA 外の者に対して個人データを提供することは、同じ

組織に属する法人に対してであっても認められません。 

 
EY が国際的な個人データの移転をいかに正当化

しているか 

多くの組織では、個人データの移転に必要な保護措置を

実行するため、欧州委員会が承認する標準契約条項を

利用しています。しかし、単に標準契約条項を用いるだ

けでは、EY のような世界的に展開する、情報の重要性

が高い組織において、グループ内の国際的なデータの

移転を正当化するためには必ずしも十分ではありませ

ん。標準契約条項を用いるだけでは、実際のビジネスに

おいて、実現可能かつ意味のある形で、データ・プライバ

シーに関する法令遵守の体制を強化していくことは難し

いでしょう。 
市場はかつてない速度で国際化しており、企業は、急速

なグローバル化を迫られています。EY でも、モビリティを

向上させ、クライアントの皆さまに、世界的に事業を展開

する EY ならではの優れたサービスを提供する必要があ

ります。そこで、EY では、煩雑な事務手続を経ることなく

できる限り柔軟に運用することができる一方、データ保

護に関する法令遵守をより強化することのできるデータ

移転の方法を模索しました。 

その結果、EYは、メンバーファーム間での国際的な個人

データの移転を正当化するため、拘束的企業準則

（BCR）を導入しました。BCR を導入することにより、EY
は、メンバーファーム間で円滑に個人データを移転する

ことが可能となり、サービスラインの枠組みや国境を超

えた横断的なチームを編成することができます。BCR を

通じて、世界中の EY の構成員は、個人データを取り扱

う際に自身の果たすべき義務を明確に理解することがで

きます。 
なお、米国の EY メンバーファームは、EU・スイスから米

国に対しての個人データを移転する際に適用される、

EU・米国間およびスイス・米国間のプライバシー・シール

ド・フレームワークの認定を取得しています。 

 
BCR の内容及び機能 

BCR とは、多国籍に展開する組織内のデータ移転に関

する内部ルールです。BCR を導入することによって、同

じ組織内であれば、欧州の基準に対応する十分なデー

タ保護水準が確保されていない国に対しても、個人デー

タを移転することができます。BCR には、プライバシー保

護に関する原則（透明性、データクオリティ、セキュリティ

など）、BCR を有効に機能させるための措置（内部監

査、構成員のトレーニング、苦情処理手続など）、そして

BCR の拘束力を基礎付ける要素が含まれます。EU の

一般データ保護規則（GDPR）において、BCR は、組織

内でデータの移転を正当化するための手段として正式に

認められています。 
BCR を導入するためには、所定の承認手続を経る必要

があります。この手続では、組織の所在地の個人データ

保護機関に対し、BCR を提出します。そして、個人デー

タ保護機関は、欧州のデータ保護関連法令の内容に沿

った承認基準に基づいて、承認の可否を審査します。 
BCR が承認されると、多国籍組織に属する EEA 域外の

法人は、EEA 域内の同一組織内の法人から移転される

個人情報の保護に関し、十分な保護措置を講じているも

のとみなされます。BCR を導入することで、各国のデー

タ保護の実務を強化し、グローバル規模で組織力を高め

ることができます。 
また、BCR には、単に国際的なグループ内での個人デ

ータの移転を正当化する手段という以上の重要な意義

があります。BCR によって、組織は、世界中で統一的・

効果的にデータ保護法令を遵守のための体制を構築す

ることができ、「公平な競争の場」が実現されます。BCR
の導入は、組織がデータを経営の核となる重要な資産と

して管理し、活用していくことにもつながっていきます。 

 
BCR の実務上の意義 

EY の BCR は、「コントローラー（管理者）のための BCR
ポリシー（BCR C）」と「プロセッサー（処理者）のための

BCR ポリシー（BCR P）」という二つのポリシーから構成

されています。ほとんどの業務において、EY は、コントロ

ーラー（管理者）として、厳格な職業上の義務に従って個

人データを処理していますが、一部の業務では、コントロ

ーラーの指示に従ってプロセッサーの役割を果たすこと

もあります。EY がコントローラーを務める場合には BCR 
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 C が適用され、EY がプロセッサーを務める場合には

BCR P が適用されます。 
BCR の柱となるのは、関連する欧州のデータ保護基準

に基づく主要原則です。EY が個人データを利用する際

には、この主要原則に従う必要があります。要約すると、

主要原則では、EY が次のような事項を遵守すべきこと

を規定しています。 

1. 各国の法令が存在する場合は、まずそれらを

第一に遵守する 
2. 個人データの利用に関して透明性を確保し、

個人データの利用目的を明らかにする 
3. データの品質を確保する（正確かつ最新の個

人データを利用する等） 
4. 個人データの保護に必要なセキュリティ対策

を講じる 
5. 個人データに関する本人の権利を尊重する 
6. 国際的な個人データの移転に際して十分な保

護措置を確保する 
7. 機微にわたる個人データの利用に際して十分

な保護措置をとる 
8. EY から宣伝広告を直接受領するクライアント

に対し、オプトアウトを認め、オプトアウトの要

求を尊重する（BCR C にのみ適用） 
9. 個人データの自動処理を行う場合、データに

関する個人の正当な利益を保護する 
10. 個人データへの恒久的または定期的なアクセ

ス権を有する持つ構成員や、個人データの収

集に関与する構成員、個人データの処理に関

するツールの開発に従事する構成員に対す

るトレーニングを実施する 
11. EY における BCR の遵守状況を定期的に評

価する 
12. BCR に関連する苦情や問い合わせに効果的

に対応する 
13. BCR に関して欧州の個人データ保護機関と

協力する 
14. BCR に変更があった場合、必要に応じて欧

州の個人データ保護機関に最新の情報を提

供する 
15. 各国の法令に照らして BCR に基づく義務が

遂行できないと判断した場合に適切な対策を

講じる 
欧州の法令は、EU 域内で利用・収集される個人データ

に対してのみ適用されますが、EY は、BCR を全世界的

に、個人データを処理するあらゆるケースに適用します。

BCR を世界規模で適用することにより、EY のメンバーフ

ァームが現在緊密に行っているデータ保護に関する取り

組みは、より一層強固なものとなります。BCRにより、EY
メンバーファームは、世界各国のプライバシー保護法に

加え、個人データの利用に関する世界共通の基準を遵

守することになります。また、BCR によって、EY メンバー

ファームの構成員は、各人の遵守すべき事項を理解し、

互いに協力して効率的に業務を行うことができるように

なり、いつどこで個人データを利用する場合でも、全世界

で一貫した高品質のクライアントサービスを提供すること

が可能となります。 
EY メンバーファームは、世界中の 150 を超える国々に

拠点を有しています。BCR のような手法を活用すること

で、EY は、世界規模で展開する事業規模を十分に生か

すことができるとともに、業務効率を高め、各種の規制に

対応することができます。 

 
クライアントの皆さまにとっての BCR の意義 

BCR によって、EY メンバーファーム間では、クライアント

情報を含む多様なデータを適法に移転することが可能と

なります。EY の BCR P は、EU 域外にある EY メンバー

ファームが、EU 域内のクライアント（コントローラー）から

受領したデータに適用されます。 
EY では、BCR を作成し、遵守することを社会に対して公

表しております。BCR は、法令の遵守に資するのみなら

ず、ビジネスの円滑な遂行にも役立つものです。EY が、

個人データを BCR の定める厳格な基準に則って取り扱

う旨公表することで、EY 構成員はもちろんのこと、クライ

アントの皆さまにも、EY における個人データの取り扱い

について、安心感を持っていただけるものと考えます。

EY は、各国のデータ保護に関する法令を遵守するだけ

でなく、独自に設定した BCR を遵守することで、同業他

社との差別化を実現し、クライアントの皆さまに卓越した

成果を提供します。BCR によって、組織内での情報共有

プロセスを合理化し、さまざまな障壁を取り払うことによ

り、EY は、世界中のクライアントの皆さまへの優れたサ

ービスの提供に集中して取り組んでまいります。 

  
 

 
 

詳細

EYのBCRはey.com/bcrでご覧いただけます。

お問い合わせ

EYのBCRまたはEYのデータ保護についての
ご質問は、global.data.protection@ey.com
までお寄せください。
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EY について 

EY は、アシュアランス、税務、トランザクションおよびアドバイザリー

などの分野における世界的なリーダーです。私たちの深い洞察と高

品質なサービスは、世界中の資本市場や経済活動に信頼をもたら

します。私たちはさまざまなステークホルダーの期待に応えるチーム

を率いるリーダーを生み出していきます。そうすることで、構成員、ク

ライアント、そして地域社会のために、より良い社会の構築に貢献し

ます。 

EY とは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグロー

バルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指

し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アン

ド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であ

り、顧客サービスは提供していません。EY による個人情報の取得・

利用の方法や、データ保護に関する法令により個人情報の主体が

有する権利については、ey.com/privacy をご確認ください。EY に

ついて詳しくは、ey.com をご覧ください。 

EY Japan について 

EY Japan は、EY の日本におけるメンバーファームの総称です。EY
新日本有限責任監査法人、EY 税理士法人、EY トランザクション・ア

ドバイザリー・サービス株式会社、EY アドバイザリー・アンド・コンサ

ルティング株式会社などから構成されています。なお、各メンバーフ

ァームは法的に独立した法人です。詳しくは www.eyjapan.jp をご

覧ください。 

© 2019 EY Japan  
All Rights Reserved. 

ED None 

本書は一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されており、会計、税務お

よびその他の専門的なアドバイスを行うものではありません。EY Japan およ

び他の EY メンバーファームは、皆様が本書を利用したことにより被ったいか

なる損害についても、一切の責任を負いません。具体的なアドバイスが必要

な場合は、個別に専門家にご相談ください。 


	BCR: グローバルな データシェアリングを 可能とする手法
	その結果、EYは、メンバーファーム間での国際的な個人データの移転を正当化するため、拘束的企業準則（BCR）を導入しました。BCRを導入することにより、EYは、メンバーファーム間で円滑に個人データを移転することが可能となり、サービスラインの枠組みや国境を超えた横断的なチームを編成することができます。BCRを通じて、世界中のEYの構成員は、個人データを取り扱う際に自身の果たすべき義務を明確に理解することができます。
	概要
	なお、米国のEYメンバーファームは、EU・スイスから米国に対しての個人データを移転する際に適用される、EU・米国間およびスイス・米国間のプライバシー・シールド・フレームワークの認定を取得しています。
	BCRの内容及び機能
	BCRとは、多国籍に展開する組織内のデータ移転に関する内部ルールです。BCRを導入することによって、同じ組織内であれば、欧州の基準に対応する十分なデータ保護水準が確保されていない国に対しても、個人データを移転することができます。BCRには、プライバシー保護に関する原則（透明性、データクオリティ、セキュリティなど）、BCRを有効に機能させるための措置（内部監査、構成員のトレーニング、苦情処理手続など）、そしてBCRの拘束力を基礎付ける要素が含まれます。EUの一般データ保護規則（GDPR）において、BCRは、組織内でデータの移転を正当化するための手段として正式に認められています。
	国際的なデータを移転に関する法令上の規制
	欧州では、国際的な個人データの移転は、データ保護に関する法令によって厳しく規制されています。欧州連合（EU）では、欧州の法令上の要件を満たす包括的なデータ保護措置を講じていない欧州経済領域（EEA）外の国々は、個人のデータ・プライバシーに関する権利について十分な保護水準が確保されているものとはみなされません。そして、欧州のデータ保護関連法令は、個人データをこうした国々に移転することを禁じています。そのため、法的に十分と評価される保護措置をとらない限り、EEA外の者に対して個人データを提供することは、同じ組織に属する法人に対してであっても認められません。
	BCRを導入するためには、所定の承認手続を経る必要があります。この手続では、組織の所在地の個人データ保護機関に対し、BCRを提出します。そして、個人データ保護機関は、欧州のデータ保護関連法令の内容に沿った承認基準に基づいて、承認の可否を審査します。
	BCRが承認されると、多国籍組織に属するEEA域外の法人は、EEA域内の同一組織内の法人から移転される個人情報の保護に関し、十分な保護措置を講じているものとみなされます。BCRを導入することで、各国のデータ保護の実務を強化し、グローバル規模で組織力を高めることができます。
	EYが国際的な個人データの移転をいかに正当化しているか
	また、BCRには、単に国際的なグループ内での個人データの移転を正当化する手段という以上の重要な意義があります。BCRによって、組織は、世界中で統一的・効果的にデータ保護法令を遵守のための体制を構築することができ、「公平な競争の場」が実現されます。BCRの導入は、組織がデータを経営の核となる重要な資産として管理し、活用していくことにもつながっていきます。
	多くの組織では、個人データの移転に必要な保護措置を実行するため、欧州委員会が承認する標準契約条項を利用しています。しかし、単に標準契約条項を用いるだけでは、EYのような世界的に展開する、情報の重要性が高い組織において、グループ内の国際的なデータの移転を正当化するためには必ずしも十分ではありません。標準契約条項を用いるだけでは、実際のビジネスにおいて、実現可能かつ意味のある形で、データ・プライバシーに関する法令遵守の体制を強化していくことは難しいでしょう。
	BCRの実務上の意義
	EYのBCRは、「コントローラー（管理者）のためのBCRポリシー（BCR C）」と「プロセッサー（処理者）のためのBCRポリシー（BCR P）」という二つのポリシーから構成されています。ほとんどの業務において、EYは、コントローラー（管理者）として、厳格な職業上の義務に従って個人データを処理していますが、一部の業務では、コントローラーの指示に従ってプロセッサーの役割を果たすこともあります。EYがコントローラーを務める場合にはBCR
	市場はかつてない速度で国際化しており、企業は、急速なグローバル化を迫られています。EYでも、モビリティを向上させ、クライアントの皆さまに、世界的に事業を展開するEYならではの優れたサービスを提供する必要があります。そこで、EYでは、煩雑な事務手続を経ることなくできる限り柔軟に運用することができる一方、データ保護に関する法令遵守をより強化することのできるデータ移転の方法を模索しました。
	 Cが適用され、EYがプロセッサーを務める場合にはBCR Pが適用されます。
	BCRの柱となるのは、関連する欧州のデータ保護基準に基づく主要原則です。EYが個人データを利用する際には、この主要原則に従う必要があります。要約すると、主要原則では、EYが次のような事項を遵守すべきことを規定しています。
	EYメンバーファームは、世界中の150を超える国々に拠点を有しています。BCRのような手法を活用することで、EYは、世界規模で展開する事業規模を十分に生かすことができるとともに、業務効率を高め、各種の規制に対応することができます。
	クライアントの皆さまにとってのBCRの意義
	BCRによって、EYメンバーファーム間では、クライアント情報を含む多様なデータを適法に移転することが可能となります。EYのBCR Pは、EU域外にあるEYメンバーファームが、EU域内のクライアント（コントローラー）から受領したデータに適用されます。
	EYでは、BCRを作成し、遵守することを社会に対して公表しております。BCRは、法令の遵守に資するのみならず、ビジネスの円滑な遂行にも役立つものです。EYが、個人データをBCRの定める厳格な基準に則って取り扱う旨公表することで、EY構成員はもちろんのこと、クライアントの皆さまにも、EYにおける個人データの取り扱いについて、安心感を持っていただけるものと考えます。EYは、各国のデータ保護に関する法令を遵守するだけでなく、独自に設定したBCRを遵守することで、同業他社との差別化を実現し、クライアントの皆さまに卓越した成果を提供します。BCRによって、組織内での情報共有プロセスを合理化し、さまざまな障壁を取り払うことにより、EYは、世界中のクライアントの皆さまへの優れたサービスの提供に集中して取り組んでまいります。
	欧州の法令は、EU域内で利用・収集される個人データに対してのみ適用されますが、EYは、BCRを全世界的に、個人データを処理するあらゆるケースに適用します。BCRを世界規模で適用することにより、EYのメンバーファームが現在緊密に行っているデータ保護に関する取り組みは、より一層強固なものとなります。BCRにより、EYメンバーファームは、世界各国のプライバシー保護法に加え、個人データの利用に関する世界共通の基準を遵守することになります。また、BCRによって、EYメンバーファームの構成員は、各人の遵守すべき事項を理解し、互いに協力して効率的に業務を行うことができるようになり、いつどこで個人データを利用する場合でも、全世界で一貫した高品質のクライアントサービスを提供することが可能となります。
	EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory
	EYについて
	EYは、アシュアランス、税務、トランザクションおよびアドバイザリーなどの分野における世界的なリーダーです。私たちの深い洞察と高品質なサービスは、世界中の資本市場や経済活動に信頼をもたらします。私たちはさまざまなステークホルダーの期待に応えるチームを率いるリーダーを生み出していきます。そうすることで、構成員、クライアント、そして地域社会のために、より良い社会の構築に貢献します。
	EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。EYによる個人情報の取得・利用の方法や、データ保護に関する法令により個人情報の主体が有する権利については、ey.com/privacyをご確認ください。EYについて詳しくは、ey.comをご覧ください。
	EY Japanについて
	EY Japanは、EYの日本におけるメンバーファームの総称です。EY新日本有限責任監査法人、EY税理士法人、EYトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社、EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社などから構成されています。なお、各メンバーファームは法的に独立した法人です。詳しくはwww.eyjapan.jp をご覧ください。
	© 2019 EY Japan  All Rights Reserved.
	ED None
	本書は一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されており、会計、税務およびその他の専門的なアドバイスを行うものではありません。EY Japanおよび他のEYメンバーファームは、皆様が本書を利用したことにより被ったいかなる損害についても、一切の責任を負いません。具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。

