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データ保護に係る拘束的企業準則-管理者ポリシーに関する前書き 

EY は、グローバル個人データプライバシー・プログラム（「グローバル・プライバシー・プログラム」）において世界中

で処理されるすべての個人データのプライバシーに関する基礎を策定しました。グローバル・プライバシー・プログラ

ムは EY 内での個人データの処理に適用される原則を定めたもので、一連のポリシーおよび手続きで構成されてい

ます。 

グローバル・プライバシー・プログラムを構成するポリシーの 1 つが、このデータ保護に係る拘束的企業準則 - 管理

者ポリシー（「管理者ポリシー」）です。この管理者ポリシーにおける「EY」とは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバ

ル・リミテッド（「EYG」）の要求事項を順守する義務のある独立したメンバーファーム（「EY メンバーファーム」）1およ

び EY 組織内のその他の企業（「EY ネットワーク企業」）から成るグローバル組織を指します。EYG は EY 組織の中

心的なガバナンス企業であり、EY ネットワーク企業をまとめ、企業間の協力を調整する役割を担います。 

この管理者ポリシーは、特に欧州連合内で設立され管理者として行動する EY ネットワーク企業から、欧州連合外で

設立され管理者または処理者として行動する EY ネットワーク企業への個人データの移転について、欧州 2のデータ

保護法を順守するための EY のアプローチを定める目的で作成されました。 

すべての EY ネットワーク企業 3およびそのパートナー、ディレクター、構成員、新規採用者、個人請負人、ならびに

臨時雇用者（「EY 構成員」）は、管理者として個人データを処理 4する場合、自身が所在する国か否か関わらず、こ

の管理者ポリシーを順守し、尊重しなければなりません。 

この管理者ポリシーは、現在、過去または見込みのある EY 構成員、クライアント、サプライヤー、請負業者、ならび

にその他の第三者の個人データ（「EY データ」）の処理を統制する 16 の準則（「準則」）で構成されています。 

この管理者ポリシーは、EY の通常の事業活動の一環として処理されるすべての EY データに適用されます。個人デ

ータの移転は通常の事業過程において EY ネットワーク企業間で行われており、こうしたデータは EY ネットワーク企

業が世界中どこからでもアクセス可能な集中型データベースに保存される可能性があります。 

この管理者ポリシーは EY のウェブサイト（ey.com/bcr）で閲覧可能です。 

 
1 EY ネットワーク企業は、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッド、EYGN リミテッド、EYGM リミテッド、EYGS LLP、EYGI B.V.、EY グロ

ーバル・ファイナンス社、およびそれらのメンバーで構成されるネットワーク内のすべての企業を指します。さらに、かかる企業に支配されている

企業、かかる企業と共通の支配下にある企業、またはかかる企業を支配している企業、およびかかる企業のメンバーファームまたは子会社であ

るか、かかる企業の直接的・間接的な過半数所有子会社または過半数支配子会社である法人、パートナーシップもしくはその他の事業組織、な

らびにかかる企業のパートナー、ディレクター、構成員、もしくは代理人をも指します。この定義の目的において「支配」とは（a）当該企業の議決権

の合計 50%以上を行使する権利を与える株式を直接的または間接的に保有すること、あるいは（b）証券の保有、契約またはその他を通じ、当該

企業の経営および方針の方向性に指示や影響を与える権限を直接的または間接的に保有することを意味します。 
2 この管理者ポリシーの目的において、欧州は欧州経済領域（EEA）およびスイスを意味し、それに従って解釈されるものとします。 
3 管理者ポリシーの拘束を受ける、外部クライアントにサービスを提供している EY ネットワーク企業のリストは、EY のウェブサイト

（ey.com/uk/en/home/legal）の「View a list of EY member firms and affiliates（EY メンバーファームおよび関連会社のリストを見る）」から閲

覧可能です。 
4 欧州データ保護法における「処理」とは、自動であるか否かに関わらず、個人データに対してなされるあらゆる種類の作業を指します。これは個

人データの収集、保管、体系化、修正、閲覧、破壊、開示を含むものと広く解釈されています。 
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パート I: 背景および対応 

データ保護法とはどのようなものでしょうか。 

データ保護法では、「個人データ」5の利用方法を管理する権利は個人にあるとされています。EY が EY データを処

理する際はデータ保護法が適用され、同法による規制を受けます。 

データ保護法では、「管理者」と「処理者」の概念を区別しています。管理者は、個人データを処理する目的および手

段を単独または他者と共同で決定します。これに対し処理者は、管理者に代わって個人データを処理します。 

専門サービスの大半において、EY は管理者として行動し、自らの厳格な職務上の義務に従って個人データを処理し

ます。限定された種類の専門サービスにおいて、EY は管理者（外部クライアントまたは別の EY ネットワーク企業）

の詳細な指示の下で処理者として行動します。EY が EY ネットワーク企業以外の企業のために処理者として行動す

るサービスにおいては、EY は ey.com/bcr に掲載されている拘束的企業準則 - 処理者ポリシー（「処理者ポリシー」）

を順守しなければなりません。EY ネットワーク企業が、管理者または「内部処理者」として行動する別の EY ネットワ

ーク企業に関連し、管理者として行動するサービスにおいては、この管理者ポリシーが適用されます。 

データ保護法によって EY には国際的にどのような影響が及ぶのでしょうか。 

欧州データ保護法では、適切なデータ保護がなされていない欧州外の国に個人データを移転することは認められて

いません。6EYが事業展開する国の中には、欧州の監督機関から個人のデータプライバシー権に対して適切な保護

がなされていないとみなされている国もあります。 

EY ではどのような対応をしているのでしょうか。 

EY は、国際的なレベルで安全かつ合法的に個人データを処理するための適切な対策を講じなければなりません。

この管理者ポリシーでは、欧州データ保護法の基準を満たし、特に欧州内で処理され、欧州外の EY ネットワーク企

業に移転されるすべての個人データを適切に保護するためのフレームワークを策定しています。 

欧州法では欧州内で処理された個人データのみが法的義務の対象となりますが、EY では、EY が管理者として行動

する場合、および EY データを手動または自動で処理する場合のすべてにおいて、この管理者ポリシーをグローバ

ルに適用します。 

この拘束的企業準則（BCR）の中核をなすのは、関連する欧州のデータ保護基準に基づいて解釈される 16 の準則

であり、EY 構成員が個人データを取り扱う際はこれらを順守しなければなりません。すべてのメンバーファームには、

EYG メンバーへの加盟契約に署名しメンバーになった結果として、この BCR を順守する義務が課されます。加盟契

約に署名したメンバーファームは、EYG 規則に規定される EY のすべての共通基準、手法およびポリシーを（i）順守

し、かつ（ii）他の EY ネットワーク企業に順守させなければなりません。この管理者ポリシーは EYG 規則に明記され

る共通基準の一つです。 

EY ネットワーク企業は年に一度、管理者ポリシーの順守状況を確認し、関連するエリア・プライバシー・リーダーに

通知しなければなりません。エリア・プライバシー・リーダーは、EY ネットワーク企業による年に一度の順守状況の確

認結果をグローバル・プライバシー・リーダーに通知しなければなりません。 

管理者としての立場で個人データを処理するすべての EY ネットワーク企業は、この管理者ポリシーのパート II に定

められた準則、およびこの管理者ポリシーのパート III の付録に定められたポリシーと手続きに従わなければなりま

せん。 

これは EEA で処理される個人データに関し、実際に何を意味しますか。 

自身の個人データが、管理者ポリシーに基づきデータ管理者として行動する EY ネットワーク企業によって欧州内で

処理され、欧州外の EY ネットワーク企業に移転される欧州内外の個人には、欧州データ保護法の下で一定の権利

が認められています。 

 
5 個人データとは、EU データ保護規則 2016/679 に記載される定義に従って識別されるか、または識別が可能な自然人に関連する、あらゆる

情報を指します。 
6 この規則に対する数件の例外が適用可能です。 
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これらの個人は第 3 受益者として、この管理者ポリシーに定められた準則を行使することができます。 

そのような場合、これらの個人の権利は以下のとおりとなります:  

► 苦情: 個人は、苦情取り扱い手続き（この管理者ポリシーの付録 4 に定められている）に従い、欧州内に設立

された EY ネットワーク企業に対し、および／または欧州外へのデータの輸出に責任を有する EY ネットワーク

企業の法域にある欧州の監督機関に対し、苦情を申し立てることができます。 

► 法的責任: 個人は、欧州外へのデータの輸出に責任を有する EY ネットワーク企業に対し、このポリシーの順

守を強制するための訴訟手続きを以下において取ることができます。 

► データの輸出に責任を有する EY ネットワーク企業が設立された国の裁判所 

► 個人データの移転元である法域 

あるいは 

► 個人が居住する EEA 加盟国の法域における裁判所 

► 補償金: 個人は、欧州内に設立されデータの輸出に責任を有する EY ネットワーク企業に相応の補償（欧州外

の EY ネットワーク企業によるこの管理者ポリシーの違反に対する救済を含む）を求めることができ、適切な場

合には、裁判所またはその他の権限ある当局の決定に従い、欧州内に設立されデータの輸出に責任を有する

EY ネットワーク企業から、この管理者ポリシーの違反の結果としてかぶった損害に対する賠償金を受け取るこ

とができます。 

► 透明性: 個人は、EY のウェブサイト（ey.com/bcr）に掲載された管理者ポリシーにアクセスすることにより、欧

州外へのデータの輸出に責任を有する EY ネットワーク企業、またはその他のあらゆる EY ネットワーク企業か

ら、この管理者ポリシーのコピーを入手することができます。 

個人が損害をかぶったとする苦情を申し立て、損害の原因は管理者ポリシーの違反である可能性が高いと証明でき

る場合において、EY は、欧州外の EY ネットワーク企業に違反の責任がないこと、またはそのような違反が発生して

いないことを立証する責任は、欧州外の EY ネットワーク企業への個人データの輸出に責任を有する EY ネットワー

ク企業にあるということに合意しています。 

データ保護の役割と責任 

EY グローバル・プライバシー・リーダー7は、管理者ポリシーおよびその他すべての補助的ポリシーおよび手続きの

順守を確保する全体的な責任を有します。 

エリア・プライバシー・リーダーは、自身の担当エリア内の EY ネットワーク企業によるこの管理者ポリシーの順守を

日常的に監督する責任を有します。 

EY グローバル・プライバシー・チームの役割と責任に関する詳細は、付録 1 に記載されています。 

追加情報 

この管理者ポリシーの規定、この管理者ポリシー上の権利、その他のデータプライバシー項目についてのご質問は、

EY グローバル・プライバシー・リーダーにご連絡ください。EY グローバル・プライバシー・リーダーはご依頼内容に自

身で対応するか、または EY 内の以下の連絡先の適切な担当者や部署に転送いたします:  

EY グローバル・プライバシー・リーダー 
Andrew Heaton 
E メール: global.data.protection@ey.com 
住所:  Office of the General Counsel （GCO）, 6 More London Place, London, SE1 2DA 

 
7 現在、EY のグローバル・リード・カウンセル・プライバシー・アンド・セキュリティが、BCR におけるグローバル・プライバシー・リーダーの役割を務

めています。 
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グローバル・プライバシー・リーダーは、この管理者ポリシーの変更が EY のウェブサイト（ey.com/bcr）を通じて、

EY ネットワーク企業、および個人データが EY によって処理される個人に確実に通知されるようにするための責任

を有します。 
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パート II: 準則 

準則は二つのセクションに分かれています。セクション A では、EY が管理者として個人データを処理する際に従うべ

き欧州データ保護法の基本原則を扱います。 

セクションBでは、EYがこの管理者ポリシーに関連し、欧州の監督機関に対して果たす実務上の約束事項を扱います。 

セクション A 

準則 1 — 現地法の順守 

準則 1 — 現地法が存在する場合、EY は何よりもまずこれを順守します。 
 
EY は、個人データに関連するすべての適用法を順守するとともに、管理者として、個人データの処理が適用される

現地法に従って行われるよう取り計らいます。 

個人データに関連する現地法がより高い水準の個人データ保護を要求している場合、かかる現地法がこの管理者

ポリシーに優先します。 

法律が存在しない場合、または法律がこの管理者ポリシーの準則で定められた基準を満たさない場合、EY はこの

管理者ポリシーの準則に従って個人データを処理する立場を取ります。 

準則 2 — 透明性の確保および既知の目的に限った個人データの使用 

準則 2A — EY は個人データを収集する時点で、当該データの処理方法を当該個人に説明します。 
 
EY は、個人から個人データを収集する時点で、明確かつ網羅的な方法により（通常は適正な処理に関する声明を

通じ）、当該個人データの使用および開示（当該データの二次的な使用および開示を含む）、当該個人データの受領

者または受領者の種類、ならびにデータ管理者の身元について、当該個人に通知するものとし、データ収集時点で

これを実行できない場合は、収集後できるだけ早く実行するものとします。 

EY は、個人の個人データを当該個人以外の情報源から入手する場合、当該個人データが初めて記録される時点で、

その情報を当該個人に提供するものとし、当該個人データが第三者に開示される場合には、当該データが初めて開

示される時点より前に、その情報を当該個人に提供するものとします。 

EY は、そうしない正当な根拠がある場合（例えば、国家の安全または防衛を守るため、犯罪の防止または捜査のた

め、課税上の目的のため、法的手続きのために必要な場合、もしくは法律で許可される場合）を除き、この準則 2A
に従います。準則 2B — EY は、個人が承知しているか、個人の想定の範囲内であり、かつ EY に関連する目的にお

いてのみ、個人データを処理します。 

この準則は、準則 2A で示されたようにそうしない正当な根拠がある場合を除き、EY は個人データを収集する時点

で、当該個人データの使用目的（当該データの二次的な使用および開示を含む）を特定および通知しなければなら

ず、データ収集時点でこれを実行できない場合は、収集後できるだけ早く実行しなければならないことを意味します。 

準則 2C — EY は、正当な根拠がある場合に限り、欧州内で収集された個人データを、当該個人データが収集され

た欧州の国の適用法に従い、異なる目的または新たな目的で処理することができます。 

EY は、特定の目的（関連する適正な処理に関する声明を通じて個人に通知された目的）で個人データを収集した後

に、異なる目的または新たな目的で当該データを処理することを希望する場合、関連する個人にかかる変更を通知

するものとします。ただし、以下の場合は除きます:  

► それが当該個人の想定の範囲内であり、当該個人が懸念を表明することができる場合 
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あるいは 

► 上記準則 2A で示されたようにそうしない正当な根拠がある場合 

特定の状況において、例えば、慎重に取り扱うべき個人データを処理する場合、または処理が個人の合理的な想定

の範囲内であると EY が判断しない場合には、新たな使用または開示に対する当該個人の同意が必要になることが

あります。 

準則 3 — データの質の確保 

準則 3A — EY は個人データを正確かつ最新の状態に保ちます。 
 
EY は、保持する個人データが正確かつ最新の状態で保たれるようにするため、個人に対し、個人データが変更した

際には EY に通知するよう積極的に働きかけます。 

 
個人データは常に、法律、規制および職業上の基準で要求される範囲において、および適用される EY グローバル

サービスラインの保持ポリシーならびに当該 EY ネットワーク企業に適用される現地の保持ポリシーに従い、保持お

よび／または削除されるものとします。EY ネットワーク企業は、EY グローバルセキュリティポリシーに従い、安全な

形式でのみ個人データを破棄するものとします。準則 3C — EY は、EY に関連する個人データのみを保持します。 

EY は、適切に目的を達成するために必要とされる最小限の個人データを特定します。EY は、個人データの処理目

的に関連し、適切かつ関連性があり、必要なものに限定された個人データのみを処理します。 

準則 4 — 適切なセキュリティ対策  

 
EY は、随時修正および更新される EY グローバルセキュリティポリシーの要求事項、ならびにビジネスエリアまたは

機能に関連するその他のすべてのセキュリティ関連手続きを順守します。 

EY が実施する技術的および組織的なセキュリティ対策は、データ保護の原則を実行し、設計および初期設定による

データ保護（data protection by design and by default）の順守を促進するよう設計されます。 

 
欧州法では、EY にサービスを提供するプロバイダーが EY データへのアクセス権を有する場合（例えば、給与業務

プロバイダーなど）、当該データのセキュリティに対応する厳格な契約上の義務を書面にて課すことにより、当該サー

ビスプロバイダーに、当該データを使用する際は EY の指示に従ってのみ行動させるとともに、個人データを保護す

るために相応の技術的および組織的なセキュリティ対策を講じさせなければならないと、明示的に要求しています。 

 
個人データ侵害とは、個人データの偶発的または違法な破壊、喪失、改変、無許可の開示、もしくはアクセスをもた

らすセキュリティ侵害を意味します。侵害が欧州データ保護法の適用を受ける場合、EY は個人データ侵害を認識し

てから不当に遅れることなく、監督機関に通知するものとします。 

サービスプロバイダーが、データ管理者である別の EY ネットワーク企業に代わって個人データを処理する EY ネット

ワーク企業である場合、当該サービスプロバイダーは、処理代行の依頼元であるデータ管理者の指示に従ってのみ

準則 3B — EY は、身元の特定が可能な形式の個人データを必要な期間に限り保持するものとします。 

準則 4A — EY は常に、IT セキュリティポリシーを順守します。 

準則4B — EYは、EYにサービスを提供するプロバイダーにも適切かつ同等のセキュリティ対策を講じさせます。 

準則 4C — 個人データ侵害が発生した場合、EY は適用法の要求に従い、かつその要求範囲において、その旨を

必ず通知します。 

準則 4D — EY ネットワーク企業がサービスプロバイダーとして個人データを処理する場合、当該 EY ネットワーク

企業は、準則 4A を順守するとともに、処理代行の依頼元であるデータ管理者の指示に従ってのみ行動します。 
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行動しなければならず、個人データを保護するために相応の技術的および組織的なセキュリティ対策を講じなけれ

ばなりません。 

準則 5 — 個人の権利の尊重  

 
個人は EY に対し（書面で要請することにより）、EY が保持している自身に関する個人データのアクセスおよびコピ

ー（電子的および紙の記録の両方を含む）を提供するよう要請することができます。EY は、個人の権利要請手続き

（付録 2 参照）に定められた手順に従い、これに対応します。 

 
準則 6 — 国をまたいだ移転に対する適切な保護の確保  

 
原則として、EY 外の第三者への国をまたいだ個人データの移転は、移転される個人データを保護する契約条項に

署名するなどの適切な手順を踏まない限り許可されません。 

準則 7 — 慎重に取り扱うべき個人データの使用に関する保護  

 
「慎重に取り扱うべき個人データ」とは、人種的または民族的出自、政治的意見、宗教的または哲学的信条、労働組

合への加盟状況、遺伝的データ、自然人を一意的に識別することを目的とした生体情報、健康に関するデータ、自

然人の性生活または性的指向を明らかにするデータを指します。適用法により、犯罪歴、社会保障ファイル、政府に

よる個人識別番号、または金融口座番号に対しても法的規制が適用される場合があります。慎重に取り扱うべき個

人データは、現地の慣習や適用法を尊重するため通常以上の注意を払って取り扱う必要があります。とりわけ、EY
は以下を実行します:  

► データを収集する目的、または後に処理する目的において必要でない場合は、慎重に取り扱うべき個人データ

の収集を控えます。 

► EY グローバル情報セキュリティポリシーにおいて策定されたセキュリティ基準に従い、慎重に取り扱うべき個人

データへのアクセスを適切な者のみに制限します（データを適宜マスキング、匿名化または偽名化することによ

り） 

 
原則として、慎重に取り扱うべき個人データを EY が処理するためには、EY にそれを行う正当な根拠がない限り、個

人の明示的な同意を得なければなりません。慎重に取り扱うべき個人データを EY が処理することに対する同意は、

具体的で、情報に基づき、不明確でなく、自由意志によって示されたものでなければなりません。 

準則 8 — ダイレクトマーケティングの正当化 

 

準則 5A — EY は、個人の権利要請手続きを順守するとともに、適用法に従い、個人データに関連して個人から

受けた問い合わせや要請に対応します。 

準則 5B — EY は、個人データの処理の是正、制限、機械可読な形式でのデータの受領、または個人データの処

理への反対を求める要請に、個人の権利要請手続きに従って対応します。 

準則 6 — EY は、データの適切な保護を確保することなく、個人データを EY 外の第三者に移転しません。 

準則7A — EYは、慎重に取り扱うべき個人データを使用することが絶対的に必要な場合に限りこれを処理します。 

準則 7B — EY は、準則 1 に基づき適用されるデータ保護法の要求事項に従い、慎重に取り扱うべき個人データ

を処理する正当な根拠がある場合を除き、個人の明示的な同意を入手した場合に限り、当該データを処理するも

のとします。 

準則 8A — EY は、顧客がマーケティングデータの受け取りをオプトアウトすることを認めます。 
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個人にはダイレクトマーケティングの目的で自身の個人データが使用されることに反対する権利があり、EY はその

ようなオプトアウト要請をすべて尊重します。 

 
EY は、オプトアウトした個人にマーケティング資料を送付することのないよう、必要なあらゆる対策を講じます。 

準則 9 — 個人に関する自動化された意思決定 

 
欧州データ保護法では、個人に関して法的効力をもたらす意思決定、または個人に重要な影響を及ぼす意思決定

を、当該個人の個人データの自動処理（プロファイリングを含む）のみに基づいて行うことは認められていません。た

だし、かかる意思決定が以下に該当する場合は除きます:  （i）当該個人とデータ管理者との契約の締結または履行

に必要な場合、（ii）法律で認められている場合、または（iii）当該個人の明示的な同意に基づく場合。EY は、個人へ

の通知義務を順守するために合理的に必要なすべての対策を講じます。 

セクション B — 実務上の約束事項 

準則 10 — 研修  

 
EY は、付録 7 に示されたプライバシー研修プログラムに従い、この管理者ポリシーの要求事項について、EY 構成

員に周知し、適切な研修を提供するための合理的かつ適切な措置を講じます。これに関連し、グローバル・プライバ

シー・リーダーは必要に応じ、EY ネットワーク企業が配布するための基本的な研修資料を提供します。また、EY ネ

ットワーク企業内の EY 構成員は、グローバル行動規範に基づくデータプライバシーに関する義務について周知され

なければなりません。 

周知および研修は、以下のようなデータプライバシーに関する要素を網羅する必要があります:  

► 基本原則 

► データプライバシーの重要性 

► 定義 

► 個人データおよび慎重に取り扱うべき個人データ 

► 情報セキュリティに関連するデータプライバシーに関する検討事項 

► 相談およびリソース 

準則 11 — 処理の記録およびデータ保護影響評価  

 

準則 8B — EY は、マーケティングデータの受け取りをオプトアウトした個人の個人データを使用したマーケティン

グ活動を抑制します。 

準則 9 — 個人は、自動処理のみに基づく意思決定の対象とならない権利、およびかかる意思決定に伴う論理な

らびにかかる処理の重要性や想定される結果を知る権利を有します。EY は、個人の正当な利益を保護するため

に必要な対策を講じます。 

準則 10 — EY は、個人データへの永久的または定期的なアクセス権を有する EY 人員、個人データの処理にか

かわる EY 人員、および個人データの処理に使用されるツールの開発にかかわる EY 構成員に対し、適切な研

修を提供します。 

準則 11 — EY は、実施した処理活動の種類を記録に残します。自然人の権利と自由に高いリスクをもたらす可

能性がある処理活動は、データ保護影響評価の対象となります。 
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EY ネットワーク企業は、処理活動を記録に残します。この記録は、電子的形態を含む書面で行い、要請に応じ監督

機関に提出します。 

自然人の権利と自由に高いリスクをもたらす可能性がある処理業務は、データ保護影響評価の対象となります。こう

したデータ保護影響評価の結果、EY ネットワーク企業がリスク軽減措置を講じなければ、処理によって高いリスクが

生じることが示唆された場合、処理を行う前に、権限ある監督機関に相談するものとします。 

準則 12 — 順守状況の評価 

 
準則 13 — 苦情の取り扱い  

 
準則 14 — 監督機関との協力  

 
準則 15 — 準則の更新  

 
準則 16 — 国の法令により管理者ポリシーの尊重が妨げられる場合の対応 

 

 
EY ネットワーク企業が、この管理者ポリシーにおける義務に重大な悪影響を及ぼす可能性のある法的要求事項の

適用を受ける場合、EY グローバル・プライバシー・リーダーは、権限ある監督機関にその旨を報告します。これには、

法執行機関または国の安全保障機関からの法的拘束力のある個人データ開示要請が含まれます。 

EY は、法執行機関または国の安全保障機関（「要請機関」）からのデータアクセス要請をケース・バイ・ケースで個々

に評価します。EY は、欧州データ保護法における EY の義務について要請機関に通知すること、およびこの禁止事

項を免除される権利を得ることに最善を尽くします。 

EY は、要請機関にデータを開示することについて権限ある監督機関に通知するために、かかる要請を合理的な期

間にわたり保留します。EY は、権限ある監督機関に対し、かかる要請について、要請されたデータ、要請機関、およ

び開示の法的根拠に関する情報を含め、明確に通知しなければなりません。 

もし EY が最善を尽くしたにも関わらず、権限ある監督機関に通知し、要請を保留できる立場を得られない場合、EY
は、受領した要請に関する一般的情報（例：開示の申請件数、要請されたデータの種類、および可能な場合は要請

機関）を年に一度、権限ある監督機関に提供するものとします。これは、当該要請機関がかかる情報の第三者への

開示を認める範囲内において行うものとします。 

EY ネットワーク企業による公的機関への個人データの移転は、民主主義社会において必要とされる以上に大規模、

不相応、無差別的なものになることは決してありません。 

準則 12 — EY は、付録 3 に定められた順守状況の評価プロトコルに従います。 

準則 13 — EY は、付録 4 に定められた苦情取り扱い手続きに従います。 

準則 14 — EY は、付録 5 に定められた協力手続きに従います。 

準則 15 — EY は、付録 6 に定められた更新手続きに従います。 

準則 16A — EY は、適用される現行または将来の法令により管理者ポリシーにおける義務を果たすことが妨げら

れる、あるいはかかる法令により管理者ポリシーを順守する能力が重大な影響を受けると信じる理由がある場

合、法執行機関によって禁止されていない限り、グローバル・プライバシー・リーダーに速やかに連絡するものとし

ます。 

準則 16B — EY では、国法とこの管理者ポリシーの間に矛盾がある場合には、グローバル・プライバシー・リーダ

ーが対応について責任ある意思決定を下し、疑念があれば権限ある法域の監督機関に相談することになってい

ます。 
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パート III 付録 

付録 1 

データ保護の役割と責任 
データ保護ネットワーク 

1. グローバル・プライバシー・リーダー 

1.1. EY グローバル・プライバシー・リーダーは以下に責任を負います。 

► グローバル法務顧問、リスク管理執行委員会およびその他の EYG リーダーへのデータプライバシー問題

に関する助言 

► 規制と事業環境の進化に合わせてグローバル・プライバシー・プログラムに対する修正を提言し、データプ

ライバシーに関する他の EY ポリシー、プラクティスまたは契約に対する修正を提言し、リスク管理執行委

員会の承認を得る 

► 処理者ポリシーおよび本管理者ポリシーを含む適用されるデータ保護規則に対するEY グローバルシステ

ムの順守を維持する（システムの解析、行動の定義、継続した順守） 

► 次の目的で EY エリア・プライバシー・リーダー（以下参照）のコミュニティーの統括：競争力の強化、グロー

バル・プライバシー・プログラム（管理者ポリシーおよび処理者ポリシーを含む）の実施および必要に応じ

その修正にあたっての協力、優れたプラクティスの共有、関連する適用規則、および EY ネットワーク企業

とそのおのおのの規制機関の間でのコミュニケーションがグローバル・プライバシー・プログラムと一致し

ているかについての監視 

► データプライバシーの問題に関して、EY 人材、リスク管理、法務顧問、およびグローバル IT チーム、サー

ビスライン、その他の関連部署と連携する 

► エリア・プライバシー・リーダーの協力のもと、EY ネットワーク企業のグローバル・プライバシー・プログラム

（処理者ポリシーおよび本管理者ポリシーを含む）の順守を監督する 

► エリア・プライバシー・リーダーの協力のもと、コミュニケーション、統一研修材料を開発し、支援を提供する 

► エリア・プライバシー・リーダーの協力のもと、ローカルのデータプライバシーポリシーおよびコンプライアン

ス・プログラムの実施および修正において EY ネットワーク企業にガイドラインを提供する 

2. エリア・プライバシー・リーダー 

2.1. エリア・プライバシー・リーダーは、EY グローバル・プライバシー・リーダーとともに、グローバルポリシーおよび

プロセスを評価、策定します。エリア・プライバシー・リーダーは、現地での管理者ポリシーの実施を統括し ます。

とりわけ、おのおののエリアにおいて以下の責任を負います。 

► リージョナル・プライバシー・リーダーおよびローカル・プライバシー・リーダーがデータプライバシー問題に

関する現地事業リスク、および法務・規制リスクを特定するにあたって支援を提供する 

► 必要に応じてローカルのデータプライバシーポリシーの策定を含め、ローカルのプライバシー問題に関し

てリージョナル・プライバシー・リーダーおよびローカル・プライバシー・リーダーに支援を提供する 

► データプライバシーに関するリスクを緩和するために、グローバルまたはエリアレベルで一貫したソリュー

ションを開発および実施する 
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► グローバル・プライバシー・プログラム（処理者ポリシーおよび本管理者ポリシーを含む）を順守する地域

におけるデータプライバシー・プログラムの策定および実施を統括する 

► データプライバシー問題に関して法務顧問オフィス、ならびに関連するエグゼクティブおよび各国のマネジ

メントに助言する 

► 法務顧問オフィス、および関連する幹部、地域および国のマネジメントに、リージョナルデータプライバシー

規則の影響のほか重大なコンプライアンス問題・計画を上申し、決定を諮る 

► グローバル・プライバシー・プログラム（管理者ポリシーを含む）で適切に取り扱われていない、国際的関

連性あるいは越境して影響を有する可能性のあるエリアのローカルデータプライバシー規則について EY
グローバル・プライバシー・リーダーに通知する 

► EY グローバル・プライバシー・リーダーに対して、グローバル・プライバシー・プログラム、とりわけ管理者

ポリシーを EY ネットワーク企業が順守していることを確認する 

► データプライバシー問題に関して関連する人材、リスク管理、法務顧問、および IT チーム、サービスライン、

その他の部署と連携する 

► エリア・プライバシー機能の効果を定期的に監視する 

3. リージョナル／ローカル・プライバシー・リーダー 

3.1. EY は、グローバル標準の調整と実施を現地レベルで支援するリージョナル／ローカル・のプライバシー・リーダ

ーを任命することができます。 

3.2. リージョナル／ローカルのプライバシー・リーダーは、データプライバシーの順守に関連し、地域の EY ネットワ

ーク企業に適用される関連する国、地域および州の法律、政府の規則、プロフェッショナル・プラクティスの順守

義務、規制機関のガイドラインを常に熟知しています。 

3.3. リージョナル／ローカル・のプライバシー・リーダーは、管理者ポリシーに基づき、データ主体の開示請求および

苦情を取り扱い、かかる請求または苦情をエリア・プライバシー・リーダーまたは必要に応じグローバル・プライ

バシー・リーダーに委託することができます。 

1. データ保護責任者 

1.1. EU 一般データ保護規則（「GDPR」）の対象となる EY ネットワーク企業は、1） その中核活動が定期的かつ体

系的な大規模な個人のモニタリングを要する処理業務、または、2） その中核活動が慎重に取り扱うべき個人

データ（7A 条）および前科、犯罪に関連する個人データの大規模な処理であると決定した場合は、データ保護

責任者（「DPO」）を指定するものとします。 

1.2. 複数の EY ネットワーク企業は、１名の DPO、例えば、一つの地域ですべての EY ネットワーク企業を代表する

DPO を任命することができます。 

1.3. DPO は、リージョナルまたはローカルのプライバシー・リーダーが兼務できますが、その役割は別の個人が担う

こともできます。 

1.4. DPO が複数の EY ネットワーク企業を代表する場合、かかる EY ネットワーク企業は、DPO の責任遂行を補佐

するローカル・プライバシー・リーダーを任命します。DPO は、DPO に代わって、DPO の監督下で、DPO の責

任を遂行することのできるローカル・プライバシー・リーダーに DPO の責任を委託することができます。 

1.5. DPO は以下の責任を負います。 

► EY ネットワーク企業および EY 構成員に、GDPR およびその他の EU データ保護規定に基づく義務に関

して情報を知らせ、助言する 
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► EY ネットワーク企業による GDPR およびその他の EU データ保護規定、個人データの保護に関連してい

るアーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドの規定および個人データの保護に関連したその他の適

用方針（責任の委託、意識啓発および EY 構成員の研修を含む）の順守を監視し、必要に応じて内部監査

を実施および／または手配する 

求められた場合は、データ保護影響評価について助言する 

► 適宜、EY ネットワーク企業の指定された代表者と協力、連携し、個人データの処理に関連する問題につ

いて代表者の連絡窓口となる 

► データ保護プラクティス、および同意の撤回、忘れられる権利その他の関連する権利を含むデータ主体の

権利に関連して、個人からの問い合わせに対応する 

► 個人データの侵害に関する現地の手順の整備、監視を支援し、個人データの侵害への対応を補佐する際

の最初の連絡窓口となる（データ侵害が監督当局および／または個人に通知される必要があるか否かの

判断を含む） 

► EY ネットワーク企業の処理記録を更新する 

► 監督当局が公表する GDPR ガイドライン、および EY ネットワーク企業の個人データの処理に影響を及ぼ

す可能性のある法律上の決定を含め、GDPR について最新の詳細情報をインプットしておく 

► EY ネットワーク企業のリーダーに年次報告書を提供する（該当する場合） 

1.6. DPO はその他の任務および義務を遂行することができますが、ただし、かかる任務および義務によって利益相

反が生じないものとします。 

1.7. EY は、EY のウェブサイト ey.com.で、EY ネットワーク企業の DPO の連絡先詳細を掲示します。 
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付録 2 

個人の権利の請求手順 
1. データ主体の開示請求手順 

1.1. 欧州データ保護法は、個人データ処理の対象となる個人に対して、自身の個人データが組織によって処理され

ているかどうかを知らされる権利を与えています。これは、データ主体の開示権と呼ばれます。 

1.2. データ主体の開示請求が、欧州データ保護法の対象となる場合、かかる請求は、EY により、この個人の権利

の請求手順に従って取り扱われます（「有効な請求」という）。データ主体の開示請求は、EY ネットワーク企業

の設立地が EU 内にある場合、処理活動が EU 内の個人への商品やサービスの提供に関連している場合、あ

るいは個人の行動が EU 内でのものである限りにおいて処理活動がそのような個人の行動のモニタリングに関

連している場合は、欧州データ保護法の対象となります。適用される現地のデータ保護規則がいかなる点であ

れこの個人の権利の請求手順と異なる場合、現地のデータ保護規則を適用します。 

1.3. EY ネットワーク企業に対し有効な請求を行う個人は、以下の資格を有します。 

1.3.1. EY ネットワーク企業が当該個人の個人データを保管し、処理しているかどうかについて通知を受け、ま

た保管、処理されている場合はかかる個人データにアクセスする 

1.3.2. 以下について説明を受ける：個人データの内容、保管、処理される目的、EY ネットワーク企業が開示す

る、または開示する可能性のある受領者または受領者の層（特に受領者が第三国にいる場合）、個人デ

ータが保管される想定期間 - これが不可能な場合は、そのような期間を決定するために使用される基準、

個人データの修正もしくは消去または処理の制限を管理者に請求する権利の存在、監督当局に苦情を

申し立てる権利、および - 個人から個人データが収集されない場合 - そのリソースに関して入手可能な

情報    

1.3.3. 無償で、処理される個人データのコピー一部を受け取ります。個人がさらなるコピーを要請した場合は、

妥当な事務管理手数料が請求される場合があります。 

1.4. 請求は書面で行わなければなりません 8。E メールで行うこともできます。個人が電子的手段で請求を行った場

合は、個人が別段の要請をしない限り、通常使用される電子的形式で個人データが提供されるものとします。 

1.5. EY ネットワーク企業は、有効な請求に対して、遅滞なく、いかなる場合も請求の受領から 1 カ月以内に対応し

なければなりません。かかる期間は、請求の複雑さおよび件数を考慮にいれ、必要に応じ、さらに 2 カ月延長

することができます。個人は、請求が受領されてから１カ月以内に、延長についてその理由とともに通知されま

す。 

1.6. EY ネットワーク企業は、EY ネットワーク企業が請求を行う個人の身分を確認するために、およびその個人が

探している情報の所在を特定するために合理的に必要とする情報が提供されていない限り、かかるデータ主体

の開示請求に応じる義務を負いません。 

2. 手順 

2.1. データ主体の開示請求の受領 

2.1.1. EY 構成員は誰であっても、個人から個人データの開示請求を受けた場合、その受領後直ちに、当該請

求の受領日およびローカル・プライバシー・リーダーおよび DPO（該当する場合）の請求の対応に役立つ

 
8 ただし、現地のデータ保護法が口頭での請求を認めている場合を除きます（その場合、EY は、次の処理を行う前に、当該請求を文書にし、そ

のコピー一部を請求当事者に提供します。） 
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可能性のあるその他の情報と合わせて、当該請求をローカル・プライバシー・リーダーおよび DPO（該当

する場合）に伝えなければなりません。 

2.1.2. 請求は、SAR（データ主体の閲覧請求権）とみなされるために、公式なものである必要はなく、データ保

護法に言及している必要もありません。 

2.2. 最初のステップ 

2.2.1. ローカル・プライバシー・リーダーおよび DPO（該当する場合）は、それが有効な請求か否かを決定する

ために、また、身分の確認あるいはそれ以外の情報が必要であるかどうかを決定するために、請求につ

いて最初の評価を行います。  

2.2.2. ローカル・プライバシー・リーダーおよび DPO（該当する場合）は、その後、書面にて個人に連絡を取り、

データ主体の請求が受領された旨を確認し、身分の確認または必要に応じてさらなる情報を求め、ある

いは、データ主体の請求に関する免除事項が適用される場合は、請求を却下します。 

2.3. データ主体の開示に対する免除事項 

2.3.1. 有効な請求は、以下の理由に基づき却下される場合があります。 

a. 情報の提供却下が、EY ネットワーク企業が所在する管轄区域内のデータ保護法に沿っている場合 

b. データ主体の開示請求に欧州データ保護法が適用されない場合  

2.4. 検索と対応 

2.4.1. ローカル・プライバシー・リーダーおよび DPO（該当する場合）は、関連するすべての電子ベースおよび

紙ベースのファイリングシステムの検索を手配します。 

2.4.2. ローカル・プライバシー・リーダーおよび DPO（該当する場合）は、複雑なケースについて、エリア・プライ

バシー・リーダーまたは最終的にはグローバル・プライバシー・リーダーに委託し助言を求めることができ

ますが、これはとりわけ、請求に第三者に関連する情報が含まれている場合や、個人データの開示によ

って商業的機密性あるいは法的手続きが損なわれる可能性がある場合です。 

2.4.3. 請求された情報は、ローカル・プライバシー・リーダーおよびDPO（該当する場合）によって容易に理解可

能な形式に加工されます（EY で使用されている個人情報に対応する内部コードまたは識別番号は開示

前に変換されるものとします）。データ主体の開示請求に応じて提供される必要のある情報を記載したカ

バーレターが、ローカル・プライバシー・リーダーおよび DPO（該当する場合）によって作成されます。 

2.4.4. 永久的な形態での情報の提供が可能ではない、または不相応な手間が必要となる場合、情報の永久的

なコピーを提供する義務はありません。ただし、上記 1.3 に記載される情報は提供されなければなりま

せん。そのような場合、個人に、閲覧によって情報にアクセスする機会あるいは他の形式で情報を受け

取る機会が提供される場合があります。 

2.5. 消去、修正、処理の中断または情報のポートの請求 

2.5.1. 個人から個人データ消去の請求を受領した場合、かかる請求は、ローカル・プライバシー・リーダーおよ

び DPO（該当する場合）による検討および対応が適宜なされる必要があります。個人の個人データに関

して変更を通知する請求を受領した場合、かかる情報は、EY ネットワーク企業がそのようにする正当な

根拠があることに納得した場合、適切に修正または更新される必要があります。 

2.5.2. EY ネットワーク企業による個人データの処理によって個人の権利や自由が損なわれるという理由によ

り、またはその他のやむを得ない正当な理由によって、個人の個人データの処理を中断する請求がなさ

れた場合、当該問題は、ローカル・プライバシー・リーダーおよび DPO（該当する場合）によってエリア・プ

ライバシー・リーダー、および最終的にはグローバル・プライバシー・リーダーに委託され、評価されます。
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EYネットワーク企業によって行われる処理が法律によって義務付けられたものである場合、請求は有効

とみなされません。 

2.5.3. 請求が、構造化された、通常使用される、機械が読み取り可能な形式で個人情報を受領し、そのような

データを別の管理者に送信するというものであれば、そのような請求は、ローカル・プライバシー・リーダ

ーおよび DPO（該当する場合）によって検討および対応が適宜なされる必要があります。 

2.6. 本手順に関するすべての質問は、ローカル・プライバシー・リーダーおよび DPO（該当する場合）に送られるも

のとします。 
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付録 3 

順守プロトコルの評価 
1. 背景 

1.1. 本管理者ポリシーの目的は、EY ネットワーク企業間の個人データの送信を保護することです。本管理者ポリシ

ーは、個人データを送信する欧州加盟国の監督当局からの承認を義務付けます。監督当局の要求事項の一

つは、EY が本管理者ポリシーの順守を評価し、それを行うにあたり特定の条件を満たすことであり、本文書

は、EY がそのような要求事項をどのように取り扱うのかについて説明します。 

1.2. EY グローバル・プライバシー・リーダーおよびエリア・プライバシー・リーダーの役割の一つは、本管理者ポリシ

ーの対象となる個人データの処理についてガイドラインを提供し、EY ネットワーク企業による個人データの処

理についてプライバシーに関連した潜在的なリスクがないかどうかを評価することです。したがって、プライバシ

ーに大きな影響を及ぼす可能性のある個人データの処理は、詳細なレビューと継続的な評価を受けます。よっ

て、本付録は、監督当局によって要求される本管理者ポリシーを順守するために EY によって採用された正式

な評価プロセスについて記載していますが、これは、EY が、管理者ポリシーの規定が間違いなく順守され、必

要に応じ是正措置がとられるようにする方法の一つにすぎません。 

2. アプローチ 

2.1. 評価範囲 

2.1.1. EY グローバル・リスク管理機能（「リスク管理」）は、本管理者ポリシーの順守の評価を実施する責任を

負い、本管理者ポリシーの全側面を評価対象とします。この評価では、企業内の特定の機能のパフォー

マンスを評価し、また、リスクベースのアプローチを採用する EY ネットワーク企業を評価します。リスク

管理は、評価結果が EY グローバル・プライバシー・リーダーに通知が届くようにする責任を負います。

EY グローバル・プライバシー・リーダーは管理者ポリシーを実行するために指定された措置が適切に行

われるようにします。グローバル・プライバシー・リーダーは、本管理者ポリシーに関して不充分なレベル

の順守を示す報告がすべてグローバル・エグゼクティブ会議に出席するグローバル法務顧問に通知され

るようにします。 

2.2. 時期 

2.2.1. 本管理者ポリシーを含むグローバル・プライバシー・プログラムの順守のレビューは、リスク管理の主導

により定期的に行われます。順守の評価範囲は、EY の独立したグローバル内部監査チームがグロー

バル法務顧問オフィスの意見に基づき決定します。 

2.3. 監査人 

2.3.1. 本管理者ポリシーの順守に関するレビューは、リスク管理により行われ、本管理者ポリシーの日々の順

守に関する責任は、EY グローバル・プライバシー・リーダーおよびエリア・プライバシー・リーダーが担当

します。 

2.4. 報告 

2.4.1. 要請に応じて、適用法に従い、かつ提供される情報の守秘義務および営業秘密に配慮し、EY は、管理

者ポリシーの順守の評価結果の複数コピーを管轄する欧州監督当局に提出します。 
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2.4.2. EY は、この目的で欧州監督当局との連絡を担当する EY グローバル・プライバシー・リーダーにも、順守の評

価結果のコピーを 1 部提出します。さらに、EY は、協力手順第 5 条の規定に従って、9 監督当局が本管理者

ポリシーを EY が順守しているかを評価できることに合意しています。 

EY グローバル・プライバシー・リーダーもまた、この目的で欧州監督当局と連絡をとる責任を負います。 

 
9 第 5 条：欧州に拠点を置く監督当局の管轄区内に EY ネットワーク企業が所在する場合、EY は、EY ネットワーク企業が所在する国の適用法

に従って、または欧州外に所在する EY ネットワーク企業に関しては、BCR に基づき個人データが送信される欧州の国の適用法に従って、事前

に合理的な通知をしたうえで、営業時間内に、取得される情報の守秘義務および EY の営業秘密に十全に配慮して、監督当局が BCR の順守を

レビューする目的で EY ネットワーク企業を監査することができることに合意します。 
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付録 4 

苦情処理手順 
1. 背景 

1.1. 本管理者手順は、EY ネットワーク企業が管理者となる場合における EY ネットワーク企業間の個人データの送

信を保護します。本管理者手順の内容は個人データが送信される欧州加盟国の監督当局によって決定されて

いますが、その要求事項の一つとして、EY は苦情処理手順を実施しなければなりません。本手順の目的は、

管理者ポリシーに基づき、個人データが EY によって処理される個人によって提起された苦情をどのように処理

するのかを説明することです。 

2. 個人はどのように苦情を提起できますか 

2.1. 個人は、法務顧問オフィス（「GCO」）またはグローバル・プライバシー・リーダー（6 More London Place, 
London, SE1 2DA ）に書面で連絡するか、または、global.data.protection@ey.com まで E メールを送るこ

とができます。 

3. 苦情処理は誰が行いますか 

3.1. 現地の GCO またはリージョナルもしくはローカルのプライバシー・リーダーは、エグゼクティブ・リーダーおよび

グローバル・プライバシー・リーダーと連携し、管理者ポリシーに基づき発生したすべての苦情を処理し、苦情の

対応のために関連する事業の同僚および適宜サポート・ユニットと連絡をとります。 

4. 対応時間はどれくらいですか? 

4.1. 現地の GCO、またはリージョナルもしくはローカルのプライバシー・リーダーは、関係する個人に 5 営業日以内

に苦情の受領を確認し、調査を行い、1 カ月以内に実質的な対応をします。苦情が複雑であるためこの期間内

に実質的な対応ができない場合、現地の GCO またはリージョナルもしくはローカルのプライバシー・リーダーは、

苦情提起者にその旨を通知し、対応に要する合理的な見積期間（苦情が提起された日から 6 カ月を超えない）

を知らせます。 

4.2. 対応では、対応結果とともに、苦情が正当であるか、または苦情が拒絶されたかが示されます。 

5. 苦情提起者が結果に異議を唱えた場合 

5.1. 苦情提起者が現地 GCO またリージョナル／ローカル・プライバシー・リーダーの対応（または結果のいずれか

の側面）に対して異議を唱えた場合、苦情提起者はその旨を現地 GCO またリージョナル／ローカル・プライバ

シー・リーダーに通知します。問題は、リージョンまたはエリア GCO 担当者に、または最終的には適宜グローバ

ル・プライバシー・リーダーに委託されます。彼らは、事案をレビューし、苦情提起者に、当初の結果を受け入れ

るか、新たな結果に差し替えるかの決定を通知します。リージョン、エリア GCO 担当者またはグローバル・プラ

イバシー・リーダーは、委託された日から１カ月以内に苦情者に対応します。レビューの一環として、リージョン、

エリア GCO 担当者またはグローバル・プライバシー・リーダーは、当事者の会合を設定し、苦情解決を試みるこ

とができます。苦情が複雑であるためこの期間内に実質的な対応ができない場合、リージョン、エリア GCO 担

当者またはグローバル・プライバシー・リーダーは、苦情提起者にその旨を通知し、対応に要する合理的な見積

期間（苦情が提起された日から 3 カ月を超えない）を知らせます。 

5.2. 苦情が妥当なものと認められた場合、EY リージョン、エリア GCO 担当者またはグローバル・プライバシー・リー

ダーは、結果としてとられるべき必要な措置を手配します。 

6. 欧州監督当局に苦情を申し立てる権利および管轄裁判所に申し立てをする権利 
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6.1. 本「苦情処理手順」に従って EY に請求を提起する権利に加えて、欧州データ保護法に従って個人データが処

理される個人は、欧州監督当局に苦情を申し立てる権利、および、管轄裁判所に申し立てをする権利を有して

います。 

これは、個人が、本管理者ポリシーに関連する苦情が EY によって解決された方法に納得できなかった場合に

も適用されます。 
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付録 5 

協力手順 
1. 本協力手順では、本管理者ポリシーに関連して EY が欧州監督当局と協力する方法を定めます。 

2. 必要な場合、EY は、本管理者ポリシーに関連して、欧州監督当局と対話することができる必要な人員を用意し

ます。 

3. EY は、以下を積極的にレビュー、検討します。 

► 管理者ポリシーに影響を与える可能性のある、データ保護法問題に関する関連する欧州監督当局による

決定すべて 

► 管理者のための拘束的企業準則に関して公表されているガイドラインで提示された第 29 条作業部会（デ

ータ保護会議）の意見 

4. EY は、要請に応じて、適用法に従い、かつ提供される情報の守秘義務および営業秘密に配慮し、管理者ポリ

シーの順守の評価結果の複数コピーを管轄する欧州監督当局に提出します。 

5. EY は、EY ネットワーク企業が欧州に拠点を置く監督当局の管轄区内に所在している場合、EY ネットワーク企

業が所在している国の適用法に従って、または、EY ネットワーク企業が欧州外に所在する場合は本管理者ポ

リシーに基づき個人データが送信される欧州の国の適用法に従って、監督当局が、合理的な事前通知をしたう

えで、営業時間内に、取得された情報の守秘義務および EY の営業秘密に十全に配慮して、本管理者ポリシー

の順守をレビューする目的で EY ネットワーク企業を監査することができることに合意します。 

6. EY は、管理者ポリシーの解釈および適用に関連したいかなる問題に関しても控訴権が行使されない場合は、

適用される監督当局の正式な決定を順守することに合意します。 
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付録 6 

更新手順 
1. 背景 

1.1.  本更新手順では、EY が、欧州監督当局、データ主体、および本管理者ポリシーによって拘束される EY ネット

ワーク企業に本管理者ポリシーの変更を通知する方法を定めます。 

2. 重要な変更 

2.1. EY は、本管理者ポリシーに対する重要な変更を、情報コミッショナー・オフィス（「ICO」）およびその他の関連す

る欧州監督当局に合理的に可能な限り速やかに事前に通知します。 

3. 事務管理上の変更 

3.1. EY は、事務管理的な性質の変更（EY ネットワーク企業のリストの変更を含む）、または、欧州のいずれかの国

の適用データ保護法の変更の結果生じた変更、法的措置、裁判所または監督当局の措置によって生じた変更

を、ICO およびその他の関連する監督当局に、少なくとも年に 1 回通知します。EY は、また、通知を行った本

管理者ポリシーの変更の理由を簡潔に説明します。 

4. 管理者ポリシーに対する変更の通知 

4.1. EY は、事務管理的な性質か重要な性質かを問わず、本管理者ポリシーに対するすべての変更を、本管理者

ポリシーによって拘束される EY ネットワーク企業に、および重要な変更を、本管理者ポリシーの恩恵を受ける

データ主体に通知します。 

4.2. EY 内部での連絡は EY 内部連絡プロセスを使用します。このプロセスは、まず、EY グローバル・リーダー、リ

スク管理および EY グローバル・バイス・チェアー、法務顧問から始まり、次に、エリア・プライバシー・オフィサー、

リージョナル・プライバシー・オフィサーおよび法務顧問オフィス、そしてローカル・プライバシー・オフィサーおよ

び現地法務顧問オフィスへと下りていきます。この連絡には、EY イントラネットおよび EY の外部サイト：

ey.com/bcr での公表が含まれます。 

4.3. EY は、年 1 回、EY ネットワーク企業のリストの重大な変更を ICO に通知します。それ以外では、EY は、必要

が生じた場合に、ICO およびその他の関連する欧州監督当局に企業の最新のリストを通知します。 

5. 管理者ポリシーに対する変更の通知 

5.1. 本管理者ポリシーには、本管理者ポリシーの改訂日と行われた改訂の詳細を記載した変更履歴が含まれます。 

5.2. グローバル・プライバシー・リーダーは、本管理者ポリシーが適用される EY ネットワーク企業の最新のリストを

保管します。EY は、個人データが新たな EY ネットワーク企業に移動される前に、すべての新たな EY ネットワ

ーク企業が本管理者ポリシーによって間違いなく拘束されるようにします。 
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付録 7 

プライバシー研修プログラム 
1. 背景 

1.1. EY は、データ保護、守秘義務および情報セキュリティ意識に関する基本原則について EY 構成員に研修を行

います。研修と意識啓発は、EY のイントラネットへのメッセージやビデオの投稿、日々のニュース記事のほか、

ウェブベースの研修コースを提供することによって行われます。 

1.2. 個人データに永続的にまたは定期的にアクセスする EY 構成員、および個人データの処理または個人データを

処理するためのツールの開発に携わる EY 人員は、そのほかにも、本ポリシー、および彼らの役割に関連する

データ保護問題に特化した研修を受けます。このウェブベースの研修は、以下で詳しく説明します。 

2. プライバシー研修プログラムの責任 

2.1. EY グローバル・プライバシー・リーダーは、情報セキュリティ、人材、また適宜その他の部門を含む他部署の同

僚から必要な情報を受け取り、EY のプライバシー研修に対し全体的な責任を負います。これらの部門、また

EY グローバル・プライバシー・リーダーは、研修が本管理者ポリシーの関連する全側面に取り組むものとなっ

ているよう、また、 個人データに永続的または定期的にアクセスする EY 人員、および個人データの処理または

個人データ処理ツールの開発に携わる EY 人員にとって適切な研修となるよう、随時研修のレビューを行いま

す。 

2.2. コミュニケーションおよび研修は、以下を含むデータプライバシー要素をカバーしなければなりません。 

► 基本原則 

► データプライバシーの重要性 

► 定義 

► 個人データおよび慎重に取り扱うべき個人データ 

► 情報セキュリティに関するデータプライバシー問題 

3. 研修コースについて 

3.1. EY は、EY 構成員全員が利用可能なグローバルなウェブベース・ラーニング（WBL）を開発しました。本コース

は、扱われるトピックに対して関心を引き付ける有益な内容となっており、利用しやすい設計です。WBL の最後

には多肢選択式問題が用意されており、EY 構成員の受講者は、そのすべてに正答した場合に本コースを修了

したとみなされます。 

3.2. EY マネジメントは、WBL の修了をサポートし、組織内の個人が適切な時間を与えられ本コースを修了すること

に責任を負います。現地のマネジメントは、そのおのおのの国のどの EY 構成員に WBL の修了を義務付ける

かを決定します。順守状況が監視されます。新入社員は、新人研修プログラムの一環として本コースの修了が

義務付けられています。 

4. 意識啓発 

4.1. EY は、データ保護、守秘義務および情報セキュリティ意識に関して EY 構成員にその責任を確認させるために、

定期的に強化コンテンツを提供します。かかるコンテンツは、EY のイントラネット上でのメッセージやビデオの投

稿、EY ネットワーク企業の事務所でのポスター掲示のほか、EY 構成員全員に配信される日々のニュースレタ

ーによって提供されます。 
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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。 
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